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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロ波エネルギーを組織に印加するためのマイクロ波エネルギー源に連結されるよ
うに適合される医療デバイスであって、該医療デバイスは、
　遮蔽要素を有する伝送線と、
　マイクロ波エネルギーを組織に印加するように構成されるマイクロ波アンテナであって
、該アンテナは、マイクロ波エネルギー場を放射するように該伝送線を介して該マイクロ
波エネルギー源に動作可能に連結される放射部材と、アンテナ誘電体と、該遮蔽要素に電
気的に連結される成形部材であって、該成形部材は、導電性であり、かつ、該放射部材に
より放射された該マイクロ波場に最も近い伝導性経路を提供するように該放射部材に隣接
して位置する、成形部材とを備える、アンテナと
　を備え、該放射部材は、該成形部材と相互作用して該成形部材上に漏洩電流を誘発する
第１の成形されていないマイクロ波エネルギー場を生成し、該成形部材は、該アンテナの
長さに沿って均一な第２の成形されたマイクロ波エネルギー場を該漏洩電流が作成するよ
うな形状を有する、デバイス。
【請求項２】
　前記アンテナは、臨床使用中に前記伝送線の遠位端に対して屈曲するほど十分に可撓性
である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記アンテナは、前記伝送線のサイズと実質的に同様の圧縮された配備前サイズを有す
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るほど十分に可撓性である、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記アンテナは、実質的に直線状の配備前構成から実質的に非直線状の配備構成に変化
するほど十分に可撓性である、請求項２に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記放射部材は、直線状の形状、実質的に平面の形状、または３次元の形状から成る群
より選択される形状を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記アンテナは、前記伝送線の遠位端に接続され、前記放射部材および前記成形部材は
、該伝送線の遠位端の遠位に位置する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記放射部材は、非直線状の導体を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記放射部材は、螺旋状の導体を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記放射部材は、組織または前記成形部材から絶縁されたままでいるために電気的に絶
縁されたカバーを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記伝送線は、内側導体および外側導体を有する同軸ケーブルを備え、前記成形部材は
、該外側導体に電気的に連結され、前記放射部材は、該内側導体に電気的に連結される、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記放射部材は、４３３ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域、９１５ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域、２．４５Ｇ
Ｈｚ　ＩＳＭ帯域、および５．８ＧＨｚ　ＩＳＭ帯域のうちの１つにおける有効波長の４
分の１の奇数倍数である長さを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記放射部材は、前記伝送線の内側導体の一部分である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　少なくとも１つの付加的な放射部材をさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　少なくとも１つの付加的な成形部材をさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記成形部材は、前記伝送線の遠位端から前記第１の成形されていないマイクロ波エネ
ルギー場よりもさらに遠位に、前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場を成形する
ように構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記成形部材は、実質的に直線状である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記放射部材と前記成形部材とは、実質的に平行である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記放射部材は、実質的に平面であり、前記成形部材は、実質的に平面であり、該放射
部材の平面は、該成形部材の平面と実質的に平行である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記放射部材は、前記成形部材を実質的に取り囲んでいる、請求項１に記載のデバイス
。
【請求項２０】
　前記成形部材は、マイクロ波エネルギーを送達するときに前記アンテナの反射減衰量を
低減する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記成形部材は、前記アンテナが許容性能を達成する周波数範囲を増加させる、請求項



(3) JP 6083928 B2 2017.2.22

10

20

30

40

50

１に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記放射部材は、誘電材料内に封入される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記成形部材は、誘電材料内に封入される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２４】
　前記アンテナ誘電体は、ＥＰＴＦＥ、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、および他のフッ素重合体、シ
リコーン、空気、ＰＥＥＫ、ポリイミド、天然ゴム、人造ゴム、およびそれらの組み合わ
せから成る群から選択される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、実質的に細長い、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項２６】
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、前記アンテナの周囲において実質的
に放射方向に対称である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２７】
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、実質的に左右対称である、請求項１
に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、前記アンテナの遠位端においてより
広く、該アンテナの近位端においてより狭い、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、前記成形部材を包む、請求項１に記
載のデバイス。
【請求項３０】
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、前記放射部材を包む、請求項２９に
記載のデバイス。
【請求項３１】
　身体領域内で組織を切除するためのシステムであって、該システムは、
　該身体領域内に挿入されるように構成されたアンテナを備え、該アンテナは、放射部材
と、成形部材と、誘電材料とを備え、該成形部材は、該アンテナの長さに沿って均一な成
形されたマイクロ波エネルギー場を形成するように、該放射部材によって生成されたマイ
クロ波エネルギー場を改変するように構成され、該成形部材は、該放射部材によって生成
されたマイクロ波エネルギー場に最も近い伝導性経路であるように配置され、該放射部材
および成形部材は、各々、それぞれの形状を有し、該放射部材の該形状および該成形部材
の該形状は、該成形されたマイクロ波エネルギー場が該身体領域の形状に近似するように
該成形されたマイクロ波エネルギー場を形成するように選択され、
　該アンテナは、該アンテナの長さに沿った成形されたマイクロ波エネルギー場を生成す
るように構成され、
　該放射部材によって生成されたマイクロ波エネルギー場は、該成形部材と相互作用して
該成形部材上に漏洩電流を誘発する、システム。
【請求項３２】
　前記成形されたマイクロ波エネルギー場は、身体領域における体腔の少なくとも一部分
を切除するように構成される、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　身体組織を切除するためのシステムであって、該システムは、
　該身体組織に近接して配置されるように構成されたアンテナを備え、該アンテナは、成
形部材が伝送線の外側導体または遮蔽要素に電気的に接続されるように、放射部材および
該成形部材を備え、該放射部材は、該アンテナの長さに沿って均一なマイクロ波場を生成
することによって標的組織を切除するために第１の損傷を作成するように構成され、
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　該成形部材は、該マイクロ波場が該成形部材と相互作用して該成形部材上に漏洩電流を
誘発するように、該放射部材の十分近くに設置されるように構成される、システム。
【請求項３４】
　成形されたマイクロ波場を生成することによってマイクロ波エネルギーを送達するため
のシステムであって、該システムは、
　伝送線とアンテナとを備えるマイクロ波デバイスを含み、該アンテナは、放射要素と、
成形部材とを備え、該放射要素は、該成形部材と相互作用して該成形部材上に漏洩電流を
誘発する第１の成形されていないマイクロ波場を生成するように構成され、
　該成形部材は、該放射要素に近接し、該成形部材は、該伝送線の遮蔽要素に電気的に接
続され、該成形部材は、漏洩電流が該成形部材上に誘発されるように、該放射要素の十分
近くに設置されるように構成され、該成形部材は、該アンテナの長さに沿って均一な第２
の成形されたマイクロ波場を該漏洩電流が作成するような形状を有する、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、米国仮特許出願第６１／１０７，２５２号（２００８年１０月２１日出願）、
同第６１／１６２，２４１号（２００９年３月２０日出願）、同第６１／１８０，１３３
号（２００９年５月２１日出願）および、同第６１／２２２，４０９号（２００９年７月
１日出願）の非仮特許出願であり、これらの出願の各々の開示は、その全体が本明細書に
参考として援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、患者の身体の上または内側で診断および／または治療手技を実施するために
使用可能な医療要素（例えば、マイクロ波アブレーションアンテナ）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　いくつかの病状を治療する改良型デバイスおよび方法の必要性がある。心房細動、癌、
月経過多、しわ等を含む、いくつかの症状は、切除エネルギーを印加することにより、組
織を切除することによって治療されてもよい。組織を切除することによって、これらの症
状を治療するデバイスおよび方法が存在するものの、依然として改良型デバイスおよび方
法の満たされていない必要性がある。
【０００４】
　例えば、マイクロ波アンテナ（例えば、螺旋状アンテナ）が、良性前立腺肥大の治療、
癌治療等を含む、医療用途で使用されてきた。既存のアンテナの多くには、デバイスシャ
フトの加熱、およびアンテナの長さに沿った不均一な損傷プロファイル等の一般的な不利
点がある。したがって、これらの問題を克服する独自に成形されたマイクロ波場を生成す
ることが可能なマイクロ波アンテナの必要性がある。いくつかの従来技術のアンテナは、
また、許容可能な臨床結果を達成するために、冷却機構および高性能温度監視システムも
必要とする。
【０００５】
　月経過多は、閉経前の女性において最も一般的な婦人科症状のうちの１つである。それ
は、過剰な経血量によって特徴付けられる。該症状は、身体的活動、仕事、および性的活
動を妨害し得るため、罹患した女性の生活の質に大きく影響する。最小侵襲的に月経過多
を治療するために子宮内膜を破壊することを目指すいくつかの技法が開発されてきた。そ
のような子宮内膜アブレーション技法は、無線周波数加熱、子宮腔内での高温生理食塩水
の循環、マイクロ波加熱、冷凍破壊、レーザ破壊等の種々の方法によって実施することが
できる。あらゆる現在の子宮内膜アブレーション技法には、いくつかの基本的制限がある
。例えば、Ｂｏｓｔｏｎ　ＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃによるＨｙｄｒｏｔｈｅｒｍａｂｌａｔ
ｏｒＴＭデバイスは、手技に費用および複雑性を追加する子宮鏡を必要とする。さらに、
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デバイスは、厚くて剛体である。そのため、手技は、通常は意識下鎮静または全身麻酔の
形態である、有意な麻酔を必要とする。ＮｏｖａｓｕｒｅＴＭデバイスも、厚くて剛体で
ある。したがって、子宮腔にデバイスを導入するために、有意量の子宮頸管拡張が必要と
される。子宮頸管拡張は非常に苦痛であるため、手技は、通常は意識下鎮静または全身麻
酔の形態である、有意な麻酔を必要とする。また、デバイスは高価である（約＄９００）
。したがって、種々の子宮内膜アブレーションデバイスがあるものの、この大きく、かつ
成長しつつある市場において、依然として、小型、可撓性、低費用で使用しやすい次世代
デバイスの必要性がある。
【０００６】
　腫瘍組織を加熱することによって固形腫瘍（例えば、肝臓腫瘍）を治療するために、マ
イクロ波アブレーション等の、いくつかのアブレーションモダリティを使用することがで
きる。腫瘍を治療するためのマイクロ波アブレーションを使用するデバイスは、より大き
い均一な容量損傷を作成する可能性のため、他のアブレーションモダリティを使用するデ
バイスと比べて有利である。従来技術のマイクロ波アブレーションデバイスでは、マイク
ロ波エネルギーは、アンテナによって放出され、主要組織に伝送される。アブレーション
手技の有効性は、電力効率、ならびにアンテナのＳＡＲおよび熱プロファイルに有意に依
存する。大部分の既存のマイクロ波アブレーションデバイスは、単純なモノポールアンテ
ナに由来し、直線状構造を有する。それらのＳＡＲおよび熱プロファイルは、実質的に楕
円形であり、図２Ｅに示されるようなフットボールの形状とほぼ同様である。十分に短い
時間で、数センチメートルの厚さまたは直径を有する腫瘍を切除するために、単一のモノ
ポールアンテナを使用することは困難である。多くの癌関連用途について、標的腫瘍は過
剰なサイズ（例えば、数センチメートルの直径）を有し、単一のモノポールアンテナはあ
まり役立たない。損傷サイズを増加させるために提案される解決策のうちの１つは、複数
のアブレーションデバイスを同時に使用することを伴う。これは、アブレーションシステ
ムの複雑性を増加させる。アブレーションデバイスの全体的サイズおよび費用も、システ
ムで採用されるより多くの数の要素により、増加させられる。また、これは、手技の侵襲
性および複雑性を増加させる。
【０００７】
　また、図２Ｆに示されたＳＡＲプロファイルは、放射要素（モノポールアンテナ）に供
給する同軸ケーブルの遠位端の近位に有意量のマイクロ波場があることを実証する。した
がって、アブレーションは、正確には放射要素の周囲の領域に含有されない。同軸ケーブ
ルの遠位領域を包囲する組織の一部分が切除される。これは次に、マイクロ波エネルギー
によって健康な組織を損傷する危険性を抱える。したがって、隣接する健康な組織を損傷
することなく組織容量を切除することができる、薄型の改良型マイクロ波アブレーション
デバイスの必要性がある。
【０００８】
　心房細動（ＡＦ）は、何百万人もの米国人に見られる心臓の電気生理学的障害である。
心臓組織を切除して心房細動を治療するために、カテーテルおよび手術道具を含む、種々
のアブレーションシステムが使用される。カテーテルアブレーション手技では、次いで、
いくつかの個々の損傷が、所望の損傷パターンの一部として作成される。多くの既存の手
技では、単一の小さい点損傷のみが、常に作成される。患者において所望の臨床反応を達
成するために、複数のそのような点損傷が必要とされる。そのような手技では、電気生理
学者が、左心房上の点までアブレーションカテーテルのアブレーション先端を誘導し、第
１の点アブレーションを作成する。いったん第１の点アブレーションが作成されると、次
いで、電気生理学者は、左心房上の新しい場所にアブレーション先端を誘導し、典型的に
は第１の点損傷と連通している第２の点アブレーションを作成する。この過程は、所望の
損傷パターンが作成されるまで継続する。そのような複数の接続点損傷の作成は、非常に
時間がかかり、技術的に困難である。点アブレーションシステムには、他の制限がある。
例えば、新しい場所へのアブレーション先端の平行移動中に、遠位アブレーション先端が
滑動する、または別様に望ましくない方式で標的組織を横断して移動する場合がある。新
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しい場所へのアブレーション先端の平行移動のステップは、心臓の自然な鼓動のため、左
心房の運動によってさらに複雑になる。さらに、点アブレーションシステムのユーザは、
一般的に、解剖学的心内構造物および以前に作成された損傷に関して、切除部分の履歴お
よび現在位置情報を提供するために、高価な支援機器を使用する。支援機器は、極めて高
価であり、操作するために付加的な人員を必要とし、最終的に手技の費用を増加させる。
切除先端部分を有する点アブレーションデバイスに関連する、さらに別の問題は、穿孔の
危険性である。アブレーションデバイスに印加される力は、比較的細いアブレーション先
端によって心房壁に伝達される。したがって、比較的細いアブレーション先端は、心房壁
に有意量の圧力を及ぼす。これは、次に、心房壁の穿孔をもたらす場合があり、それは、
次に、潜在的に致命的な心房食道瘻の形成につながる場合がある。したがって、心房細動
を治療するためのカテーテルアブレーションの手技を単純化し、合併症の低い危険性を有
する、改良型アブレーションデバイスの必要性がある。
【０００９】
　点アブレーションシステムの制限を克服するために、複数の無線周波数（ＲＦ）電極の
アレイを備えるデバイスが開発された。しかしながら、ＲＦ電極は、電極の長さの全体を
通して優れた組織接触を必要とする。これは、ＲＦ電極と標的組織との間の一貫性のない
接触につながる、従来技術の送達システムを使用して達成することが困難である。そのよ
うな非一貫性電極接触は、切除された凝固組織の標的長さの全体を通して、エネルギーの
伝達の変動性を引き起こす。この非一貫性は、また、心房細動を持続させるか、または心
房粗動、心房性頻脈、あるいは他の不整脈基質を産生するウェーブレットの伝搬を推進す
る生体組織の望ましくない間隙も生じさせる。したがって、たとえ標的組織との完璧な接
触を達成しないものであっても、十分に深い損傷を作成するようなデバイスの必要性が存
在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、エネルギー送達によって臨床症状を治療するいくつかの方法およびデバイ
スが存在するものの、依然として改良型方法およびデバイスに対する満たされていない必
要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　組織等の標的材料にエネルギーを印加するための本発明のいくつかの医療用途も、本明
細書で開示される。エネルギーは、種々の臨床的に有用な効果を達成するように組織に印
加されてもよい。そのような効果の実施例は、１．組織を死滅させる、または別様に損傷
させるように組織を切除すること、２．組織の熱誘発性修飾（例えば、コラーゲンの熱収
縮）を引き起こすこと、３．人工的に導入された材料の熱誘発性修飾（例えば、注入され
た単量体の熱誘発性重合）を引き起こすこと、４．組織の代謝活性を変化させるように組
織を加温すること（例えば、代謝を増加させるように組織を加温すること）、５．例えば
、マイクロ波支援脂肪吸引中に脂肪抽出を容易にするように、脂肪の液状化を引き起こす
こと、６．閉塞性睡眠時無呼吸、ＢＰＨ等の症状を治療するために、組織を減量するよう
に制御された組織死を引き起こすこと、および７．組織の電気生理学的特性を変化させる
ように、その組織にエネルギーを送達することを含むが、それらに限定されない。
【００１２】
　本発明は、エネルギーで組織を治療するためのデバイスおよび方法を開示する。いくつ
かの方法の実施形態では、マイクロ波エネルギーは、例えば、左心房組織等の制御された
アブレーションによって心房細動を治療するために、組織を切除するために使用される。
【００１３】
　本明細書で開示されるデバイスおよび方法は、１つ以上の点、直線状、領域、または容
量損傷を作成するために、修飾を伴って、または伴わずに使用されてもよい。本発明は、
標的組織の中または付近に、非侵襲または最小侵襲性的に挿入することができる、可撓性
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の薄型デバイスの種々の実施形態を開示する。
【００１４】
　本明細書の実施形態のうちのいくつかは、同軸ケーブル等の伝送線と、同軸ケーブルに
連結されるアンテナとを備える、マイクロ波デバイスとして広く表される。アンテナは、
１．放射要素と、２．１つ以上の成形要素と、３．放射要素および／または成形要素の１
つ以上の部分を覆う１つ以上のアンテナ誘電体とを備える。伝送線が同軸ケーブルである
実施形態では、放射要素は、同軸ケーブルの内側導体の継続であってもよく、または同軸
ケーブルの内側導体に電気的に接続される付加的な伝導性要素であってもよい。放射要素
は、その特異的設計に特有のマイクロ波場を放射する。放射されたマイクロ波場は、標的
組織内にある水分子等の偏極分子の撹拌を引き起こす。この偏極分子の撹拌は、摩擦熱を
生成し、それは次に、標的組織の温度を上昇させる。さらに、放射要素によって放射され
るマイクロ波場は、アンテナの中の１つ以上の成形要素によって成形または別様に再分配
されてもよい。一実施形態では、成形要素は、導電性材料（例えば、種々のサイズ、形状
、配向等の１つ以上の金属物体）でできている。この実施形態では、成形要素は、伝送線
の外側導体または遮蔽要素（例えば、同軸ケーブルの外側導体）に電気的に接続されても
よい。代替実施形態では、成形要素は、伝送線の外側導体または遮蔽要素、例えば、同軸
ケーブルの外側導体と直接電気伝導していない。１つ以上のアンテナ誘電体は、放射要素
および成形要素のうちの一方または両方の１つ以上の部分を覆ってもよい。アンテナ誘電
体は、放射要素および成形要素のうちの一方または両方から周囲へのマイクロ波場の伝搬
を変化させるために使用されてもよい。アンテナ誘電体は、整合を変化させるために使用
されてもよい。
【００１５】
　アンテナの中の１つ以上の付加的な成形要素は、より大きい領域にわたって分布する、
より均一なマイクロ波場を作成するために使用されてもよい。アンテナの中の１つ以上の
成形要素はまた、アンテナによる電力集中を向上させるために使用されてもよい。放射要
素および成形要素のうちの一方または両方は、アンテナ誘電材料の中に取り囲まれてもよ
い。本明細書で開示される実施形態のうちのいくつかでは、マイクロ波場を成形するため
に、同軸ケーブルの外側導体に電気的に接続される伝導性要素（例えば、１本の金属ワイ
ヤ）が使用される。
【００１６】
　放射要素および成形要素ならびにそれらの組み合わせのいくつかの実施形態が、本明細
書で説明される。放射要素および成形要素の断面の形状は、所望の機械およびマイクロ波
特性を達成するように設計されてもよい。そのような断面形状の実施例は、円形、長円形
、長方形、三角形、楕円形、正方形等を含むが、それらに限定されない。種々のアンテナ
は、本明細書で開示される放射要素および本明細書で開示される成形要素の組み合わせを
使用して、設計されてもよい。そのようなアンテナによって放出されるマイクロ波場の形
状は、アンテナを設計することによって意図的に成形することができる。例えば、アンテ
ナは、標的器官の中心でより深いアブレーション、標的器官の周辺に向かってより浅いア
ブレーションを作成するように設計される、マイクロ波場を生成するように設計されても
よい。
【００１７】
　アンテナ１０４の種々の実施形態は、ＳＡＲおよび／またはアブレーションプロファイ
ルの種々の形状を生成するように設計されてもよい。例えば、アンテナ１０４は、実質的
に正方形、三角形、五角形、長方形、円形または部分円形（例えば、半円形、四半円形等
）、紡錘形、または長円形のＳＡＲまたはアブレーションパターンを生成するように設計
されてもよい。
【００１８】
　本明細書で開示される方法およびデバイス（例えば、本明細書で開示される直線状アン
テナ）は、１つ以上の操縦可能または非操縦可能デバイスを使用して、生体構造を通して
ナビゲートされ、標的生体構造内の１つ以上の位置に配置されてもよい。本明細書で開示
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されるアンテナのうちのいずれかは、ユーザが生体構造を通してアンテナをナビゲートす
ることを可能にするように、１つ以上のアタッチメントまたは一体要素を備えてもよい。
そのようなアタッチメントまたは要素の実施例は、デバイスの１つ以上の領域を引く、ま
たはデバイスの１つ以上の領域を屈曲または偏向させる、一体テザーまたは外部引張ワイ
ヤ、デバイスの１つ以上の領域を屈曲または偏向させるように適合される内部引張ワイヤ
、外科的磁気ナビゲーションモダリティによって操縦されるように適合される１つ以上の
要素等を含むが、それらに限定されない。
【００１９】
　本明細書で開示されるアンテナは、標的組織に近接して、またはその内側に配置される
前に、挿入構成から作業構成に配備されてもよい。代替として、アンテナは、標的組織に
近接して、またはその内側に配置された後に、挿入構成から作業構成に配備されてもよい
。本明細書で開示されるアンテナの配備は、いくつかの方法のうちの１つによって行われ
てもよい。本明細書のアンテナは、完全配備構成で標的組織までナビゲートされてもよい
。一実施形態では、アンテナは、開腹術を通して、完全配備構成で、腹部器官、例えば、
肝臓の表面までナビゲートされる。別の実施形態では、本明細書で開示されるアンテナは
、導入器を通して配備され、その場合、アンテナは、導入器の内側にある時には押しつぶ
された薄型構成であり、アンテナが導入器から退出した後に作業構成に配備される。アン
テナは、アンテナまたはその構成要素の弾性、アンテナまたはその構成要素の超弾性、ア
ンテナまたはその構成要素の形状記憶特性、アンテナまたはその構成要素の機械的配備機
構の使用、１つ以上のアンテナ部分の形状を変化させるための１つ以上の解剖学的領域の
使用等のうちの１つ以上によって、アンテナが導入器から退出した後に配備されてもよい
。本明細書のアンテナの１つ以上の部分は、可鍛性または塑性的に変形可能であってもよ
い。これは、ユーザが、標的組織とのより良好な接触、または生体組織を通したより良好
なナビゲーションを確保するようにアンテナを成形することを可能にする。
【００２０】
　本明細書で開示されるデバイスは、アンテナを備え、アンテナによって生成されるアブ
レーションプロファイルは、特定の臨床用途のために調整され、最適化される。例えば、
体腔壁全体または体腔壁の円周領域全体を切除するためにマイクロ波アンテナが使用され
る実施形態では、アブレーションプロファイルは、アンテナを再配置する必要なく、体腔
壁全体または体腔壁の円周領域全体を実質的に切除するように設計されてもよい。そのよ
うな実施形態では、マイクロ波場は、アンテナ全体を円周方向に包んでもよい。例えば、
組織容量を切除するためにマイクロ波アンテナが使用される実施形態では、アブレーショ
ンプロファイルは、アンテナの再配置を必要とすることなく、組織容量全体を実質的に切
除するように設計されてもよい。本明細書のいくつかのデバイス実施形態では、マイクロ
波アンテナは、組織の実質的に直線状の領域を切除するように設計されてもよい。いくつ
かのそのような直線状損傷は、所望の臨床結果を達成する損傷パターンを形成するように
作成されてもよい。
【００２１】
　本明細書で開示されるアンテナは、標的生体構造の一部分の形状を取得するように一致
してもよく、または別様に、標的生体構造の１つ以上の部分によって成形されてもよい。
例えば、本明細書で開示されるアンテナは、小さい空洞の形状に、またはアンテナが配備
される空洞の隣接する壁の形状に一致するように、弾性的に可撓性であってもよい。本明
細書で開示されるアンテナは、子宮腔等の標的生体構造のサイズおよび形状に近似するよ
うにサイズ決定され、成形されてもよい。
【００２２】
　細い可撓性アブレーションデバイスのいくつかの実施形態が、本明細書で開示される。
これは、ユーザが、小切開または開口部を通して最小侵襲性的に、あるいは天然開口部ま
たは通路を通して非侵襲的に、そのようなアブレーションデバイスを導入することを可能
にする。最小侵襲性導入の実施例は、血管系を通した経皮的導入である。非侵襲導入の実
施例は、肛門、口、または鼻腔から消化管の中への導入、膣から女性生殖系の中への導入
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、尿道から泌尿器系の中への導入、耳、鼻腔、または口からＥＮＴ系の中への導入等を含
む。本明細書で開示されるデバイスおよび方法は、器官または人工的に作成された空洞の
中の病的組織または健康な組織あるいは不要な組織を切除するために使用されてもよい。
本明細書で開示されるデバイスは、腹腔鏡、胸腔鏡、膀胱鏡、子宮鏡、または他の内視鏡
開口部、または器官あるいは体腔の中またはその付近への器具類を通して導入されてもよ
い。本明細書で開示される方法は、例えば、直接目視観察、子宮鏡検査、膀胱鏡検査、内
視鏡検査、腹腔鏡、超音波撮像、放射線撮像等のうちの１つ以上を使用することによって
、リアルタイム監視下で実施されてもよい。
【００２３】
　本明細書で開示されるデバイスに付加的な特性を付与するように、種々の付加的特徴が
、本明細書で開示されるデバイスに追加されてもよい。そのような特徴の実施例は、１つ
以上の管腔、標的生体構造に真空または吸引を印加する能力、標的生体構造の１つ以上の
領域を可視化する能力、標的生体構造の中への挿入の深さを限定する能力、アンテナを配
備する能力、エネルギー源に接続する能力等を含むが、それらに限定されない。
【００２４】
　方法およびデバイスの実施形態のうちのいくつかは、局所麻酔のみを使用して、方法が
潜在的に実施されてもよいように、麻酔の使用を最小化するように設計されている。
【００２５】
　本明細書で開示されるデバイスの寸法または他の作業パラメータは、ユーザ入力に基づ
いて調整可能またはプログラム可能であってもよい。ユーザ入力は、解剖学的寸法と、所
望のレベルの安全性および有効性とを含む、患者の解剖学的データ等の要因に基づいても
よい。
【００２６】
　本明細書で開示される、種々のマイクロ波アンテナおよびマイクロ波工学原理は、種々
の非医療ならびに医療用途で使用されてもよい。本明細書で開示されるマイクロ波アンテ
ナの近接場は、食物、工業製品、半導体等の標的材料上で使用されてもよい。本明細書で
開示されるマイクロ波アンテナの近接場は、食物を調理または加熱するために、製品を乾
燥および硬化させるための工業過程で、反応性イオンエッチングおよびプラズマ化学気相
成長法（ＰＥＣＶＤ）等の過程のためのプラズマを生成する半導体処理技法で、使用され
てもよい。
　本発明は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　マイクロ波エネルギーを組織に印加するためのマイクロ波エネルギー源に連結されるよ
うに適合される医療デバイスであって、該医療デバイスは、
　遮蔽要素を有する伝送線と、
　マイクロ波エネルギーを組織に印加するように構成されるマイクロ波アンテナであって
、該アンテナは、該伝送線を介して該マイクロ波エネルギー源に動作可能に連結される放
射部材と、アンテナ誘電体と、該遮蔽要素に電気的に連結される成形部材であって、導電
性である成形部材とを備えるアンテナと
　を備え、該放射部材は、該放射部材単独によるマイクロ波エネルギーの印加が第１の成
形されていないマイクロ波エネルギー場をもたらすように第１のプロファイルを備え、成
形要素は、該成形要素が該第１の成形されていないマイクロ波エネルギー場を該アンテナ
の周囲に容量的に延在する第２の成形されたマイクロ波エネルギー場に改変するように第
２のプロファイルを備える、デバイス。
（項目２）
　前記アンテナは、臨床使用中に前記伝送線の遠位端に対して屈曲するほど十分に可撓性
である、項目１に記載のデバイス。
（項目３）
　前記アンテナは、前記伝送線のサイズと実質的に同様の圧縮された配備前サイズを有す
るほど十分に可撓性である、項目２に記載のデバイス。
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（項目４）
　前記アンテナは、実質的に直線状の配備前構成から実質的に非直線状の配備構成に変化
するほど十分に可撓性である、項目２に記載のデバイス。
（項目５）
　前記放射要素の前記第１のプロファイルは、直線状のプロファイル、実質的に平面のプ
ロファイル、または３次元のプロファイルから成る群より選択されるプロファイルを備え
る、項目１に記載のデバイス。
（項目６）
　前記アンテナは、前記伝送線の遠位端に接続され、前記放射部材および前記成形部材は
、該伝送線の遠位端の遠位に位置する、項目１に記載のデバイス。
（項目７）
　前記放射部材は、非直線状の導体を備える、項目１に記載のデバイス。
（項目８）
　前記放射部材は、螺旋状の導体を備える、項目１に記載のデバイス。
（項目９）
　前記放射部材は、組織または前記成形部材から絶縁されたままでいるために電気的に絶
縁されたカバーを備える、項目１に記載のデバイス。
（項目１０）
　前記伝送線は、内側導体および外側導体を有する同軸ケーブルを備え、前記遮蔽要素は
、該外側導体に電気的に連結され、前記放射部材は、該内側導体に電気的に連結される、
項目１に記載のデバイス。
（項目１１）
　前記放射部材は、４３３ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域、９１５ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域、２．４５Ｇ
Ｈｚ　ＩＳＭ帯域、および５．８ＧＨｚ　ＩＳＭ帯域のうちの少なくとも１つにおける有
効波長の４分の１の奇数倍数の長さを備える、項目１に記載のデバイス。
（項目１２）
　前記放射部材は、前記伝送線の導体の継続を備える、項目１に記載のデバイス。
（項目１３）
　少なくとも１つの付加的な放射部材をさらに備える、項目１に記載のデバイス。
（項目１４）
　少なくとも１つの付加的な成形部材をさらに備える、項目１に記載のデバイス。
（項目１５）
　前記成形部材は、前記アンテナの長さに沿って前記第１の成形されていないマイクロ波
エネルギー場よりも均一になるよう前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場を成形
するように構成される、項目１に記載のデバイス。
（項目１６）
　前記成形部材は、前記伝送線の前記遠位端から前記第１の成形されていないマイクロ波
エネルギー場よりもさらに遠位に、前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場を成形
するように構成される、項目１に記載のデバイス。
（項目１７）
　前記成形部材は、実質的に直線状である、項目１に記載のデバイス。
（項目１８）
　前記放射部材と成形部材とは、実質的に平行である、項目１に記載のデバイス。
（項目１９）
　前記放射部材は、実質的に平面であり、前記成形部材は、実質的に平面であり、該放射
部材の平面は、該成形部材の平面と実質的に平行である、項目１に記載のデバイス。
（項目２０）
　前記放射部材は、前記成形部材を実質的に取り囲んでいる、項目１に記載のデバイス。
（項目２１）
　前記成形部材は、マイクロ波エネルギーを送達するときに前記アンテナの反射減衰量を
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低減する、項目１に記載のデバイス。
（項目２２）
　前記成形部材は、前記アンテナが許容性能を達成する周波数範囲を増加させる、項目１
に記載のデバイス。
（項目２３）
　前記放射部材は、誘電材料内に封入される、項目１に記載のデバイス。
（項目２４）
　前記成形部材は、誘電材料内に封入される、項目１に記載のデバイス。
（項目２５）
　前記アンテナ誘電体は、ＥＰＴＦＥ、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、および他のフッ素重合体、シ
リコーン、空気、ＰＥＥＫ、ポリイミド、天然ゴム、人造ゴム、およびそれらの組み合わ
せから成る群から選択される、項目１に記載のデバイス。
（項目２６）
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、実質的に細長い、項目１に記載のデ
バイス。
（項目２７）
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、前記アンテナの周囲において実質的
に放射方向に対称である、項目１に記載のデバイス。
（項目２８）
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、実質的に左右対称である、項目１に
記載のデバイス。
（項目２９）
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、前記アンテナの遠位端においてより
広く、該アンテナの近位端においてより狭い、項目１に記載のデバイス。
（項目３０）
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、前記成形部材を包む、項目１に記載
のデバイス。
（項目３１）
　前記第２の成形されたマイクロ波エネルギー場は、前記放射部材を包む、項目３０に記
載のデバイス。
（項目３２）
　身体領域内で組織を切除する方法であって、該方法は、
　該身体領域内にアンテナを挿入することであって、該アンテナは、放射部材と、成形部
材と、誘電材料とを備え、該成形部材は、該アンテナの周囲に延在する容量的な成形され
たマイクロ波エネルギー場を形成するように、該放射部材によって生成されたマイクロ波
エネルギー場を改変し、該放射部材および成形部材は、各々、それぞれのプロファイルを
備え、該放射部材の該プロファイルおよび該成形部材の該プロファイルは、該身体領域の
容量に近似するように該容量的な成形されたマイクロ波エネルギー場を形成するように選
択される、ことと、
　該アンテナの周囲に延在する容量的な成形されたマイクロ波エネルギー場を生成するた
めに該アンテナを使用することと
　を含む、方法。
（項目３３）
　前記身体領域における体腔内で前記アンテナを前進させることをさらに含み、前記容量
的な成形されたマイクロ波エネルギー場は、該体腔の少なくとも一部分を切除する、項目
３２に記載の方法。
（項目３４）
　マイクロ波エネルギーの１回の印加において、前記体腔を画定する壁の表面を切除する
ことをさらに含む、項目３２に記載の方法。
（項目３５）
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　身体組織を切除する方法であって、該方法は、
　該身体組織に近接してアンテナを設置することであって、該アンテナは、成形部材が伝
送線の一部分に電気的に接続されるように、放射部材および該成形部材を備える、ことと
、
　マイクロ波場を生成することによって標的組織を切除するために、第１の損傷を作成す
ることであって、該マイクロ波場は、該アンテナの外周を包囲し、該伝送線の遠位端の遠
位に実質的に画定される、ことと
　を含む、方法。
（項目３６）
　成形されたマイクロ波場を産生することによってマイクロ波エネルギーを送達する方法
であって、該方法は、
　伝送線と、アンテナとを備えるマイクロ波デバイスを配備することであって、該アンテ
ナは、放射要素と、成形要素とを備える、ことと、
　第１の成形されていないマイクロ波場を生成することと、
　該放射要素に近接して成形部材を配備することであって、該成形部材は、該伝送線の遮
蔽要素に電気的に接続される、ことと、
　漏洩電流が該成形部材上に誘発されるように、該放射要素の十分近くに該成形部材を設
置することであって、該成形部材は、第２の成形されたマイクロ波場を作成するように、
該第１の成形されていないマイクロ波場を成形する、ことと
　を含む、方法。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１－１】図１Ａは、放射要素と、マイクロ波場成形要素とを備える、マイクロ波アン
テナを有する、本発明のマイクロ波アブレーションデバイスの実施形態の概略図を示す。
図１Ｂは、図１Ａの実施形態と同様のマイクロ波アブレーションデバイスの実施形態の概
略図を示し、マイクロ波場成形要素は、伝送線の遠位端の近位にある伝送線の領域に接続
される。
【図１－２】図１Ｃは、放射要素と、マイクロ波場成形要素とを備える、マイクロ波アン
テナを有する、本発明のマイクロ波アブレーションデバイスの実施形態の概略図を示す。
【図１－３】図１Ｄは、図１Ｃのアブレーションデバイスの同軸ケーブルの実施形態を通
る横断面を示す。図１Ｅは、同軸ケーブルの遠位端を通る図１Ｃのアブレーションデバイ
スの縦断面を示す。
【図２－１】図２Ａおよび２Ｂは、図２Ａのデバイスの実施形態によって生成された、シ
ミュレートされたＳＡＲプロファイルの２つの側面図を示す。
【図２－２】図２Ｃは、図２Ａのデバイスの実施形態によって生成された、シミュレート
されたＳＡＲプロファイルの上面図を示す。図２Ｄは、図２Ａのアンテナを伴うアブレー
ションデバイスのシミュレートされた反射減衰量を示す。
【図２－３】図２Ｅおよび２Ｆは、モノポールアンテナによって生成された、シミュレー
トされたＳＡＲプロファイルの側面図および上面図をそれぞれ示す。
【図２－４】図２Ｇは、成形要素１１４がない図２Ａのデバイスの実施形態によって生成
された、シミュレートされたＳＡＲプロファイルの側面図を示す。図２Ｈは、成形要素１
１４がない図２Ａのアンテナを伴うアブレーションデバイスのシミュレートされた反射減
衰量を示す。
【図２－５】図２Ｉは、図２Ａの設計と同様である、完全機能的直線状アンテナの写真を
示す。図２Ｊは、心内アブレーションおよび他の用途のための図２Ｉのアンテナの有用性
を実証するための実験装置を示す。図２Ｋ－２Ｎは、組織に２つの重複損傷を作成する方
法の方法ステップを示す。
【図２－６】図２Ｋ－２Ｎは、組織に２つの重複損傷を作成する方法の方法ステップを示
す。
【図２－７】図２Ｏは、図２Ｋ－２Ｎの方法から得られる、２つの結果として生じる重複
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損傷の表面図を示す。図２Ｐは、２つの深い重複損傷を示す、図２Ｏの平面２Ｐ－２Ｐを
通る断面の図を示す。
【図２－８】図２Ｑおよび２Ｒは、屈曲または曲線構成における、図２Ｉのアンテナによ
って作成された均一な損傷を示す。
【図３－１】図３Ａ－３Ｄは、アンテナ１０４の実施形態を示し、アンテナ１０４は、そ
れぞれ、直線状、曲線、閉ループ、および螺旋形状を有する。図３Ｅは、操縦可能または
偏向可能なアンテナを備える、アブレーションデバイスの実施形態を示す。図３Ｆは、複
数の標的領域を切除するように再配置される、アブレーションデバイス１００の実施形態
を示す。
【図３－２】図３Ｇ－３Ｈは、直線構成と屈曲構成との間で可逆的に変換させることがで
きるアンテナを有する、マイクロ波デバイスの２つの構成を示す。図３Ｉは、３Ｇおよび
３Ｈのアブレーションデバイスを使用して、組織上に小さい局部的な「点」損傷を作成す
るために使用される、方法の実施形態を示す。図３Ｊは、３Ｇおよび３Ｈのアブレーショ
ンデバイスを使用して、組織上に直線状損傷を作成するために使用される、方法の実施形
態を示す。
【図３－３】図３Ｋは、３Ｇおよび３Ｈのアブレーションデバイスを使用して、組織上に
環状損傷を作成するために使用される、方法の実施形態を示す。図３Ｌは、３Ｇおよび３
Ｈのアブレーションデバイスを使用して、組織上に円形損傷を作成するために使用される
、方法の実施形態を示す。
【図４－１】図４Ａおよび４Ｂは、組織を切除する２つの方法の実施形態を示し、アンテ
ナの放射要素および成形要素は、組織の対向側に配置される。
【図４－２】図４Ｃおよび４Ｄは、マイクロ波遮蔽体または反射体等の、アンテナと成形
要素との間に位置する組織を切除する２つの方法の実施形態を示す。
【図５】図５Ａは、プリント基板上に構築されたアンテナの一部分の実施形態を示す。
【図６－１】図６Ａは、組織の容量を切除するように適合される、放射要素および複数の
成形要素を伴うアブレーションデバイスの実施形態を示す。
【図６－２】図６Ｂおよび６Ｃは、図６Ａのアンテナの実施形態のシミュレートされたＳ
ＡＲプロファイルの側面図および上面図をそれぞれ示す。
【図６－３】図６Ｄおよび６Ｅは、図６Ａのアンテナの実施形態の熱シミュレーションの
側面図および上面図を示す。
【図６－４】図６Ｆおよび６Ｇは、図６Ａのアンテナと同様のアンテナの実施形態の０．
９１５ＧＨｚにおける、シミュレートされたＳＡＲプロファイルの側面図および上面図を
示す。
【図６－５】図６Ｈは、図６Ｆおよび６Ｇのアンテナを伴うアブレーションデバイスのシ
ミュレートされた反射減衰量を示す。
【図７】図７Ａは、身体組織を貫通し、腫瘍を切除するために使用される、実質的に直線
状のアンテナの実施形態を示す。
【図８】図８Ａ－８Ｄは、静脈逆流疾患を治療するための最小侵襲性治療の方法のステッ
プを示す。
【図９－１】図９Ａおよび９Ｂは、腹圧性尿失禁（ＳＵＩ）を治療するための内尿道括約
筋の経尿道治療の方法を示す。
【図９－２】図９Ａおよび９Ｂは、腹圧性尿失禁（ＳＵＩ）を治療するための内尿道括約
筋の経尿道治療の方法を示す。
【図９－３】図９Ｃは、設置要素と協働するエネルギー送達デバイスによって腹圧性尿失
禁（ＳＵＩ）を治療するための内尿道括約筋の経尿道治療の方法の実施形態を示す。
【図９－４】図９Ｄは、より大量の組織にエネルギーを同時に送達するアンテナを伴うエ
ネルギー送達デバイスによって、腹圧性尿失禁（ＳＵＩ）を治療するための内尿道括約筋
の経尿道治療の方法の実施形態を示す。
【図１０－１】図１０Ａは、エネルギー送達デバイスによって良性前立腺肥大（ＢＰＨ）
を治療するための方法の実施形態を示す。
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【図１０－２】図１０Ｂは、尿道管腔を通して挿入されたエネルギー送達デバイスによっ
て良性前立腺肥大（ＢＰＨ）を治療するための方法の実施形態を示す。
【図１０－３】図１０Ｃは、尿道管腔を通して挿入されたエネルギー送達デバイスによっ
て良性前立腺肥大（ＢＰＨ）を治療するための方法の実施形態を示す。
【図１１－１】図１１Ａ－１１Ｃは、胃食道逆流性疾患（ＧＥＲＤ）を治療するために使
用される、操縦可能または偏向可能アンテナを伴うマイクロ波デバイスの使用を図示する
。
【図１１－２】図１１Ａ－１１Ｃは、胃食道逆流性疾患（ＧＥＲＤ）を治療するために使
用される、操縦可能または偏向可能アンテナを伴うマイクロ波デバイスの使用を図示する
。
【図１２】図１２Ａは、皮膚の審美的外観を向上させるために表面冷却モダリティととも
にアンテナを使用する方法の実施形態を示す。
【図１４－１】図１４Ａは、子宮内膜アブレーションのために最適化されたマイクロ波ア
ブレーションデバイスのアンテナの図を示す。
【図１４－２】図１４Ｂは、同軸ケーブル１０２の遠位端を通る図１４Ａのアブレーショ
ンデバイス１００の断面を示す。
【図１４－３】図１４Ｃは、中心ループがない図１４Ａのアンテナと同様のアンテナの図
を示す。
【図１４－４】図１４Ｄおよび１４Ｅは、図１４Ａのアンテナと同様の中心ループを伴う
アンテナによって生成される、ＳＡＲプロファイルの前面図および側面図をそれぞれ示す
。
【図１４－５】図１４Ｆは、図１４Ｄのアンテナを伴うアブレーションデバイスのシミュ
レートされた反射減衰量を示す。
【図１４－６】図１４Ｇは、中心ループがない図１４Ｄのアンテナによって生成される、
ＳＡＲプロファイルの前面図を示す。図１４Ｈは、図１４Ｇのアンテナを伴うアブレーシ
ョンデバイスのシミュレートされた反射減衰量を示す。
【図１４－７】図１４ＤＸおよび１４ＥＸは、図１４Ｄおよび１４Ｅのアンテナと同様の
中心ループを伴うアンテナによって生成される、ＳＡＲプロファイルの前面図および側面
図をそれぞれ示す。
【図１４－８】図１４Ｉおよび１４Ｊは、アブレーションデバイスのマイクロ波アンテナ
の形状の２つの代替実施形態を示す。図１４Ｋは、平面１４Ｋ－１４Ｋを通る、図１４Ｉ
および１４Ｊのマイクロ波アンテナの実質的に円形の断面を示す。図１４Ｌは、平面１４
Ｌ－１４Ｌを通る、図１４Ｉおよび１４Ｊのマイクロ波アンテナの２つの代替断面を示す
。
【図１４－９】図１４Ｍ－１４Ｏは、ほぼ三角形のマイクロ波アンテナを備える、アブレ
ーションデバイスの種々の実施形態を示す。
【図１４－１０】図１４Ｐ－１４Ｒは、中心ループの種々の代替実施形態を示す。
【図１４－１１】図１４Ｓおよび１４Ｔは、機械的に配備可能なアンテナの２つの構成を
示す。
【図１４－１２】図１４Ｕは、マイクロ波アンテナの実施形態の縦方向に拘束されず、か
つ横方向に押しつぶされていない構成を示す。図１４Ｖは、図１４Ｕのマイクロ波アンテ
ナの実施形態の縦方向に拘束され、かつ横方向に押しつぶされていない作業構成を示す。
【図１４－１３】図１４Ｗは、組織の折り畳まれた断片の中の図１４Ｕおよび図１４Ｖの
マイクロ波アンテナの配置を示す。図１４Ｘは、縦方向に拘束され、かつ横方向に押しつ
ぶされていない作業構成における、図１４Ｕおよび図１４Ｖのマイクロ波アンテナの配置
と、マイクロ波アンテナから得られたアブレーションとを示す、図１４Ｗの組織の折り畳
まれた断片を示す。
【図１４－１４】図１４Ｙは、図１４Ｗに示されたアブレーション後の切除組織の折り畳
まれていない図を示す。図１４Ｚは、図１４Ｙの平面１４Ｚ－１４Ｚを通して薄切りにさ
れた切除組織の図を示す。図１４ＡＡは、図１４Ｙの平面１４ＡＡ－１４ＡＡを通して薄
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切りにされた切除組織の図を示す。
【図１５－１】図１５Ａは、単一の放射要素と、２つの成形要素とを備える、子宮内膜ア
ブレーションのために最適化されたマイクロ波アブレーションデバイスのアンテナの図を
示す。図１５Ｂは、アブレーション手技のための２つの対向組織表面の間の図１５Ａのア
ンテナの配置と、得られている、結果として生じるアブレーションパターンとを示す。
【図１５－２】図１５Ｃは、貫壁性損傷を明示する、図１５Ｂの組織の逆の表面を示す。
【図１５－３】図１５Ｄ－１５Ｎは、単一の放射要素と、１つ以上の成形要素とを備える
、アンテナを有するデバイスの変化例を図示する。
【図１５－４】図１５Ｄ－１５Ｎは、単一の放射要素と、１つ以上の成形要素とを備える
、アンテナを有するデバイスの変化例を図示する。
【図１５－５】図１５Ｄ－１５Ｎは、単一の放射要素と、１つ以上の成形要素とを備える
、アンテナを有するデバイスの変化例を図示する。
【図１５－６】図１５Ｏ－１５Ｑは、生体構造の中のアンテナ１０４の適正な配備を確保
する機構を備える、アンテナ１０４の実施形態を示す。
【図１６】図１６Ａ－１６Ｄは、アンテナの形状を変更または拘束するようにアンテナを
拘束するために使用可能である、成形要素の実施形態の種々の図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本明細書は、本発明の種々の側面を例証する、複数のアンテナ設計、システム、構造、
およびデバイス、ならびに関連方法を開示する。本明細書で開示される、種々のマイクロ
波アンテナおよびマイクロ波工学の原理は、種々の非医療および医療用途で使用されても
よい。本明細書で開示されるマイクロ波アンテナの近接場は、食物、工業製品、半導体等
の標的材料上で使用されてもよい。本明細書で開示されるマイクロ波アンテナの近接場は
、食物を調理または加熱するために、製品を乾燥および硬化させるための工業過程で、反
応性イオンエッチングおよびプラズマ化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ）等の過程のためのプ
ラズマを生成する半導体処理技法で、使用されてもよい。これらのシステム、構造、およ
びデバイス、ならびに関連方法は、主にいくつかの特定の臨床用途（例えば、不整脈を治
療するための心臓組織の切除、子宮内膜アブレーション）に関して論議されるが、本明細
書で開示される方法およびデバイスは、他の身体構造で使用するためにも適用可能である
。これらのシステム、構造、およびデバイス、ならびに関連方法は、脳、前立腺、尿路の
複数部分、胆嚢、子宮および女性生殖管の他の部分、血管系の複数領域、腸および下部消
化管の他の部分、胃および上部消化管の他の部分、肝臓および他の消化器官、肺、皮膚、
粘膜、腎臓、生殖器官、関節、または他の器官の中、またはそれらに隣接する組織、ある
いは身体の軟組織を切除するために使用されてもよい。本明細書で開示されるデバイスお
よび方法は、膝の障害、前十字靱帯の不安定性、椎間板損傷、および慢性腰痛の治療のた
めに使用されてもよい。本明細書で開示されるデバイスおよび方法は、肩関節を安定させ
るために、これらの靱帯にかかる張力を増加させるように靱帯関節包の組織を縮小するこ
と等のいくつかの関節鏡用途で使用されてもよい。
【００２９】
　本明細書で開示されるいくつかのデバイスおよび方法は、マイクロ波熱アブレーション
によって組織を治療するために使用されてもよい。本開示の有意な部分が、組織を死滅さ
せる、または別様に損傷させる組織のアブレーションのためのマイクロ波デバイスおよび
方法に関するものの、マイクロ波エネルギーは、アブレーション以外の種々の臨床的に有
用な効果を達成するように組織に印加されてもよい。そのような効果の実施例は、１．組
織の熱誘発性修飾（例えば、熱収縮、またはコラーゲンの特性の他の改変）を引き起こす
こと、２．人工的に導入された材料の熱誘発性修飾（例えば、注入された単量体の熱誘発
性重合）を引き起こすこと、３．組織の代謝活性を変化させるように組織を加温すること
（例えば、代謝を増加させるように組織を加温すること）、４．例えば、マイクロ波支援
脂肪吸引中に脂肪抽出を容易にするように、脂肪の液状化を引き起こすこと、５．閉塞性
睡眠時無呼吸等の症状を治療するために、組織を減量するように制御された組織死を引き
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起こすこと、および６．組織の電気生理学的特性を変化させるように、その組織にエネル
ギーを送達することを含むが、それらに限定されない。本明細書のいくつかのマイクロ波
放出デバイスの実施形態は、アブレーションデバイス１００と呼ばれるものの、そのよう
なマイクロ波放出デバイスの実施形態は、組織のアブレーションを伴わない方法に使用さ
れてもよい。
【００３０】
　マイクロ波熱アブレーションは、ＲＦアブレーションと違って、組織への電気の伝導に
依存しない。したがって、本明細書で開示されるデバイス等の、マイクロ波熱アブレーシ
ョンを使用するデバイスは、組織との良好な接触を必要としない。それらは、標的組織と
の完璧な接触がなくても十分に機能することができる。したがって、本明細書で開示され
るデバイスは、組織の中の極めて正確な配置を必要とせず、それにより、医師の技能への
手技の成果の依存を低減する。本明細書のデバイスは、アンテナと、近位シャフトとを備
える、遠位マイクロ波放出部分を有するように設計されている。近位シャフトは、マイク
ロ波発生器からマイクロ波放出部分にマイクロ波エネルギーを送達する、可撓性同軸ケー
ブル等の伝送線を備える。シャフトは、狭い開口部を通したアブレーションデバイスの導
入を可能にするように細く（例えば、直径＜３ｍｍ）設計することができる。シャフトは
、生体構造の中へのアブレーションデバイスの導入中に、最小の力が身体組織に及ぼされ
るように、可撓性に設計することができる。シャフトの可撓性質は、デバイスのシャフト
によって通路を歪曲する代わりに、導入中にシャフトが通路の自然な形状を成すことを可
能にする。例えば、デバイスが子宮に経頸管的に挿入されると、シャフトは、膣、頸管、
および子宮腔のうちの１つ以上を歪曲する代わりに、膣、頸管、および子宮腔を含む導入
通路の形状を取得してもよい。本明細書で開示される同軸ケーブルの設計は、デバイスシ
ャフトが、生体構造による歪曲力を体験すると、４５度以上に屈曲することが可能である
ように、デバイスシャフトに十分な可撓性を与える。所望であれば、デバイスシャフトは
、１つ以上の被覆、被膜、スタイレット、および他の硬化要素を追加することによって、
さらに剛性にされてもよい。
【００３１】
　本明細書の実験のうちのいくつかは、０．９１５ＧＨｚまたは２．４５ＧＨｚ　ＩＳＭ
帯域で実施された。本明細書で開示されるアンテナ、方法等は、０．４３３ＧＨｚ、５．
８ＧＨｚ等のＩＳＭ帯域を含むがそれらに限定されない、他の周波数で、修正を伴って、
または伴わずに使用されてもよい。マイクロ波発電機は、マグネトロンベースまたは固体
状態であってもよい。マイクロ波発電機は、単一または多重チャネルであってもよい。実
験に使用されたマイクロ波発電機は、Ｖｅｃｔｏｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｎａｌｙｚｅｒ
（Ａｇｉｌｅｎｔ　８７５３系）と、Ｆｒｅｅｓｃａｌｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
（Ａｕｓｔｉｎ，Ｔｅｘａｓ）からのトランジスタを使用して自社で構築された増幅器モ
ジュールとを備えた。電力測定は、電力計（ＭＬ２４３８Ａ　Ｐｏｗｅｒ　Ｍｅｔｅｒ，
Ａｎｒｉｔｓｕ　Ｃｏｍｐａｎｙ．Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ．ＴＸ）を使用して行われた。
本明細書で開示されるデバイスおよび方法を用いて、臨床用途のためのマイクロ波発生器
を設計するために、同様のデバイスおよび構成要素を使用することができる。
【００３２】
　実験では、所望される場合に、組織中のいくつかの場所で温度を測定するために、光フ
ァイバ温度測定システム（ＦＯＴ　Ｌａｂ　Ｋｉｔ　ｂｙ　ＬｕｍａＳｅｎｓｅ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，　Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ，　ＣＡ）が使用された。光ファイバ温
度測定システムは、マイクロ波場に干渉する場合がある金属構成要素がないため使用され
たい。アブレーション手技中に１つ以上の場所で温度を測定するために、同様の非干渉温
度測定が使用されてもよい。
【００３３】
　図１Ａは、放射要素と、マイクロ波場成形要素とを備える、マイクロ波アンテナを有す
る、本発明のマイクロ波アブレーションデバイスの実施形態の概略図を示す。図１Ａでは
、マイクロ波アブレーションデバイス１００は、同軸ケーブル１０２等の伝送線を備える
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。アンテナ１０４は、同軸ケーブル１０２の遠位端に接続される。図１Ａは、仮想遷移線
１０５によって第１の区域Ｚ１および第２の区域Ｚ２に分割される、マイクロ波アブレー
ションデバイス１００を示す。第１の区域Ｚ１は、第２の区域Ｚ２の近位にある。遷移線
１０５は、同軸ケーブル１０２の遠位端によって画定され、同軸ケーブル１０２の遠位端
において同軸ケーブル１０２の軸と実質的に垂直である。図１Ａに示された実施形態では
、同軸ケーブル１０２の遠位領域は、完全に第１の区域Ｚ１内に位置し、アンテナ１０４
は、完全に第２の区域Ｚ２内に位置する。一実施形態では、単一のマイクロ波信号が、同
軸ケーブル１０２を通してアンテナ１０４に供給される。アンテナ１０４は、マイクロ波
場を生成する。アンテナ１０４によって生成されるマイクロ波場の近接場が、組織アブレ
ーションに使用されてもよい。
【００３４】
　図１Ａでは、アンテナ１０４は、放射要素１１２と、成形要素１１４とを備える。放射
要素１１２は、種々の伝導材料、例えば、金属、伝導性ポリマー、埋め込まれた伝導性粒
子を伴う材料等でできていてもよい。マイクロ波エネルギーが同軸ケーブル１０２を通し
てアンテナ１０４に送達されると、第１のマイクロ波場が放射要素１１２によって放出さ
れる。第１のマイクロ波場は、成形要素１１４と相互作用する。この相互作用は、成形要
素１１４上で漏洩電流を誘発する。漏洩電流は次に、第２のマイクロ波場を作成する。第
１のマイクロ波場および第２のマイクロ波場はともに、放射要素１１２のみを備えるアン
テナ１０４によって生成される成形されていないマイクロ波場よりも臨床的に有用である
、アンテナ１０４の独特の成形されたマイクロ波場を産生するように結合する。したがっ
て、元のマイクロ波場は、成形要素１１４の設計によって再分配される。成形要素１１４
単独は、アンテナとして機能することができず、むしろ、成形要素１１４は、臨床的に向
上したマイクロ波場を産生するように、放射要素１１２によって放出される電磁場または
マイクロ波場を成形または再分配する。放射要素１１２と成形要素１１４との間には、い
ずれの直接電気伝導もないことに留意されたい。アンテナ１０４はさらに、放射要素１１
２および成形要素１１４の一方または両方の１つ以上の部分を覆う、１つ以上のアンテナ
誘電体１１６を備える。図１Ａでは、アンテナ誘電体１１６は、放射要素１１２の近位部
分を覆う。本明細書で開示されるアンテナ誘電体１１６のうちのいずれかは、マイクロ波
場を成形するため、およびアンテナ１０４の性能を最適化するために使用されてもよい。
本明細書で開示されるアンテナ誘電体１１６のうちのいずれかは、１つ以上の伝導ポリマ
ーに置換されてもよい。
【００３５】
　マイクロ波場は、最も近い伝導性経路に連結する。図２Ｅに示されるような従来技術の
モノポールアンテナでは、最も近い伝導性経路は、伝送線の遮蔽要素（例えば、供給同軸
ケーブル１０２の外側導体１０６）によって提供される。これは、アンテナ１０４と伝送
線１０２との間の接合点において、マイクロ波場の強力な集中を引き起こす。しかしなが
ら、本明細書で開示されるアンテナ１０４のいくつかの実施形態では、最も近い伝導性経
路は、成形要素１１４によって提供される。したがって、マイクロ波場は、伝送線の遮蔽
要素（例えば、供給同軸ケーブル１０２の外側導体１０６）に連結する代わりに、成形要
素１１４に連結する。したがって、最小のマイクロ波場が、伝送線の遮蔽要素に近位で連
結される。これは次に、図２Ａ、２Ｍ、６Ｂ、６Ｆ、および１４Ｄに示されるように、ア
ンテナ１０４まで有意に近位に延在しない、独特の成形または再配分あされたマイクロ波
場を作成する。さらに、放射要素１１２および成形要素１１４の組み合わせは、アンテナ
１０４の電力集中を向上させる。
【００３６】
　本明細書で開示されるアンテナは、種々の伝導材料、例えば、金属、伝導性ポリマー、
埋め込まれた伝導性粒子を伴う材料でできている、１つ以上の成形要素１１４を備えても
よい。そのような成形要素１１４は、周辺組織から成形要素１１４を絶縁するように１つ
以上の誘電体を備えてもよい。そのような成形要素１１４の実施例は、金属要素の直線ま
たは曲線セグメント、円形または長円形を伴う要素、多角形（例えば、三角形、正方形、
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長方形、五角形等）を伴う要素、１つ以上の導電性継手によってともに接合される複数の
要素、非導電性継手によってともに接合される複数の要素、複数の曲線を伴う要素、要素
の対称に配設されたセグメント、要素の非対称に配設されたセグメント等を含むが、それ
らに限定されない。
【００３７】
　図１Ａに示された実施形態では、アンテナ１０４の幅は、同軸ケーブル１０２の幅より
も実質的に大きい。一実施形態では、放射要素１１２は、同軸ケーブル１０２の内側導体
１０８の継続である。一実施形態では、成形要素１１４は、導電性材料、例えば、金属で
できており、同軸ケーブル１０２の外側導体１０６の領域に電気的に接続される。代替実
施形態では、アンテナ１０４は、外側導体１０６から電気的に隔離される、１つ以上の伝
導性成形要素１１４を備える。この実施形態では、１つ以上の成形要素１１４は、アンテ
ナ１０４の受動放射体または非励振要素として機能する。一実施形態では、成形要素１１
４は、マイクロ波遮蔽要素および／またはマイクロ波反射要素の役割を果たすように設計
されている。
【００３８】
　放射要素１１２に鋭い角がない、アンテナ１０４の実施形態が設計されてもよい。放射
要素１１２の鋭い角は、波動場を鋭い角に近接して集中させてもよい。したがって、集中
したマイクロ波場の望ましくない領域を回避するように、最小の鋭い角を有する、または
鋭い角がない、本発明の実施形態が設計されてもよい。
【００３９】
　アンテナ１０４は、切除される標的組織の形状に実質的に近似する形状を有するように
設計されてもよい。一実施形態では、アンテナ１０４は、子宮内膜アブレーションに特に
適しているほぼ三角形の形状を有する。別の実施形態では、アンテナ１０４は、例えば、
左心房の中で直線状損傷を作成するための、組織の直線状領域のアブレーションに特に適
している、ほぼ直線状の形状を有する。
【００４０】
　さらに、アンテナ１０４は、生体構造の中でのアンテナ１０４の導入および配備の間ま
たは後に、生体構造がアンテナ１０４からわずかな力しか受けないように、十分に可撓性
に設計されてもよい。これは、１つ以上の可撓性放射要素１１２と、１つ以上の可撓性成
形要素１１４と、１つ以上の可撓性アンテナ誘電材料とを備える、アンテナ１０４を設計
することによって達成されてもよい。十分に可撓性のアンテナは、健康な組織への損傷を
低減し、ならびに、導入および配備中に患者が体験する苦痛を潜在的に低減してもよい。
アンテナ１０４は、小管腔を通して押しつぶされた構成で導入されてもよい。押しつぶさ
れた構成は、アンテナ１０４の全体的なプロファイルを低減する。押しつぶされた構成で
は、放射要素１１２および成形要素１１４は、押しつぶされていない構成である時よりも
相互に近くてもよい。これは、細いカテーテル、シャフト、導入器、および他の導入デバ
イスを通したアンテナ１０４の導入を可能にする。さらに、これは、体内の小さい自然開
口部または人工的に作成された開口部を通したアンテナ１０４の導入を可能にする。さら
に、アンテナ１０４は、組織の穿孔の危険性を低減するように、アンテナ１０４の遠位領
域がより幅広い、および／または十分に可撓性である、非外傷性遠位端を有するように設
計されてもよい。アンテナ１０４の可撓性質は、通路を歪曲する代わりに、アンテナ１０
４が導入中に導入通路の自然な形状を成すことを可能にする。例えば、アンテナ１０４が
、大腿静脈アクセスを介して心腔の中へ血管系を介して導入されると、可撓性アンテナ１
０４は、大腿静脈アクセス部位、大腿静脈、および下大静脈を含む、導入通路を通して容
易に導入されてもよい。
【００４１】
　一実施形態では、同軸ケーブル１０２または他の伝送線の遠位端から放射要素１１２の
遠位端まで放射要素１１２に沿って測定される、放射要素１１２の長さは、４３３ＭＨｚ
　ＩＳＭ帯域、９１５ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域、２．４５ＧＨｚ　ＩＳＭ帯域、および５．８
ＧＨｚ　ＩＳＭ帯域のうちの少なくとも１つにおける、有効波長の４分の１の奇数倍数で
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ある。例えば、放射要素１１２の長さは、９１５ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域における有効波長の
４分の３であってもよい。有効波長は、アンテナを包囲する媒体、および放射要素１１２
を覆う誘電体の設計に依存している。誘電体被膜の設計は、誘電体の種類および誘電体層
の厚さ等の特徴を含む。放射要素１１２の正確な長さは、良好なインピーダンス整合を得
るように設計されてもよい。
【００４２】
　本明細書の実施形態のうちのいずれかでは、放射要素１１２の近位部分は、同軸ケーブ
ル１０２の内側導体１０８の継続であってもよい。本明細書の実施形態のうちのいずれか
での放射要素１１２の近位部分は、より剛性であり、放射要素１１２の遠位部分よりも大
きい機械的強度を有するように設計されてもよい。１つのそのような実施形態では、放射
要素１１２は、同軸ケーブル１０２の内側導体１０８の継続であり、同軸ケーブル１０２
の誘電材料１１０は、放射要素１１２の近位部分上で保持される。別の実施形態では、放
射要素１１２の近位部分は、誘電体の層で放射要素１１２の近位部分を被覆することによ
って、より剛性にされる。
【００４３】
　本明細書の実施形態のいずれかでは、放射要素１１２の１つ以上の外面が、１つ以上の
アンテナ誘電体１１６の層で覆われてもよい。放射要素１１２の長さに沿ったアンテナ誘
電体１１６の厚さおよび種類は、アンテナ１０４のマイクロ波特性を修正し、最適化する
ように設計されてもよい。例えば、放射要素１１２を覆う１つ以上のアンテナ誘電体１１
６は、マイクロ波場を成形し、アンテナ１０４の性能を最適化するために使用されてもよ
い。放射要素１１２を覆う１つ以上のアンテナ誘電体１１６は、放射要素１１２に隣接す
る領域中で局所誘電環境を変化させることによって、マイクロ波場を成形するために使用
されてもよい。本明細書の実施形態のいずれかでは、放射要素１１２のあらゆる部分は、
放射要素１１２のいずれの金属表面も組織に曝露されないように、何らかのアンテナ誘電
体１１６で覆われてもよい。したがって、放射要素１１２は、組織から電気的に絶縁され
てもよい。したがって、そのような実施形態では、放射要素１１２は、組織の中へマイク
ロ波場を伝送することができるが、組織に電気を伝導することはできない。したがって、
そのような実施形態では、放射要素１１２と成形要素１１４との間には、いずれの電気伝
導および伝導性経路もない。さらに、そのような実施形態では、放射要素１１２と周辺組
織との間には、いずれの電気伝導および伝導性経路もない。本明細書で開示される１つ以
上の実施形態を設計するために使用することができる誘電材料の実施例は、ＥＰＴＦＥ、
ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、および他のフッ素重合体、シリコーン、空気、ＰＥＥＫ、ポリイミド
、シアノアクリレート、エポキシ、伝導性天然または人造ゴム、およびそれらの組み合わ
せを含むが、それらに限定されない。一実施形態では、放射要素１１２の近位部分上の誘
電体は、同軸ケーブル１０２の誘電体１１０の継続である。放射要素１１２上の誘電体の
厚さは、放射要素１１２の長さに沿って変化してもよい。さらに、放射要素１１２上の誘
電体の断面は、放射対称性でなくてもよい。誘電体の種々の構成は、所望のアブレーショ
ンプロファイルを達成し、ならびに所望のインピーダンス整合または電力効率を達成する
ように設計されてもよい。一実施形態では、放射要素１１２全体が、シリコーン誘電体で
覆われる。放射要素１１２の遠位部分を被覆するために使用されるシリコーンの層は、放
射要素１１２の近位部分を被覆するために使用されるシリコーンの層より薄くてもよい。
より薄いシリコーン誘電体は、通常はマイクロ波アンテナの遠位部分に存在する、より低
い波動場強度を補うために使用されてもよい。したがって、マイクロ波場は、放射要素１
１２の長さに沿って、より均一にされる。放射要素１１２の周囲にシリコーン誘電体を伴
う１つのデバイス実施形態では、放射要素１１２は、金属材料でできており、放射要素１
１２の遠位領域の金属材料の円周は、放射要素１１２の近位部分の金属材料の円周よりも
大きい。これは、シリコーン誘電体を、放射要素１１２の近位部分よりも遠位部分で伸張
させる。これは次に、放射要素１１２の近位部分よりも放射要素１１２の遠位部分で、よ
り薄い誘電体の層を生成する。別の実施形態では、放射要素１１２全体が、均一な断面の
１本の金属ワイヤでできている。この実施形態では、様々な厚さのシリコーン誘電体の管
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状断片が、放射要素１１２を覆うために使用されてもよい。管状シリコーン誘電体は、シ
リコーン誘電体の層が、放射要素１１２の遠位部分の周囲でより薄く、近位部分の周囲で
より厚くなるように、放射要素１１２を覆うために使用される。
【００４４】
　本明細書の実施形態のうちのいずれかでは、放射要素１１２の形状は、成形要素１１４
の形状と同じ、または異なってもよい。さらに、本明細書の実施形態のうちのいずれかで
は、放射要素１１２および成形要素１１４の両方は、非直線状であってもよい。さらに、
本明細書の実施形態のうちのいずれかでは、放射要素１１２および成形要素１１４は、相
互と非平行であってもよい。
【００４５】
　図１Ｂは、図１Ａの実施形態と同様のマイクロ波アブレーションデバイスの実施形態の
概略図を示し、マイクロ波場成形要素は、伝送線の遠位端の近位にある伝送線の領域に接
続される。図１Ａでは、成形要素１１４が伝送線の遠位端に接続されるため、この実施形
態は図１Ａの実施形態とは異なる。図１Ｂに示されたデバイスの一実施形態では、成形要
素１１４は、金属であり、同軸ケーブル１０２の外側導体１０６の領域に電気的に接続さ
れる。
【００４６】
　図１Ａおよび１Ｂでは、放射要素１１２が内側導体１０８と電気的に接触しているため
、内側導体１０８から放射要素１１２の遠位端まで延在する第１の導電性経路がある。成
形要素１１４が伝導性材料でできており、同軸ケーブル１０２または他の伝送線の外側導
体１０６に電気的に接続される実施形態においては、外側導体１０６から成形要素１１４
の遠位端まで延在する第２の導電性経路がある。そのような実施形態では、第１の区域Ｚ
１から第２の区域Ｚ２まで延在する２つの伝導性経路があるものの、２つの伝導性経路の
設計、材料、およびマイクロ波特性は、第１の区域Ｚ１および第２の区域Ｚ２において有
意に異なってもよい。例えば、第１の区域Ｚ１の中の第１の伝導性経路の領域が、同軸ケ
ーブル１０２の誘電体１１０によって包囲される一方で、第２の区域Ｚ２の中の第１の伝
導性経路の領域は、１つ以上の誘電材料によって、または標的組織等の解剖学的領域によ
って包囲されてもよい。さらに、図１Ａおよび１Ｂでは、第１の区域Ｚ１の中のマイクロ
波場は、同軸ケーブル１０２の内側導体１０８と外側導体１０６との間に実質的に限定さ
れる。しかしながら、第２の区域Ｚ２では、マイクロ波場は、放射要素１１２と成形要素
１１４との間に限定されていない。さらに、第１の区域Ｚ１では、同軸ケーブル１０２の
外側導体１０６は、内側導体１０８の周囲に対称的に位置し、内側導体１０８から実質的
に一定の距離を置いている。しかしながら、第２の区域Ｚ２では、放射要素１１２と成形
要素１１４とは、相互に対して対称的に位置せず、放射要素１１２と成形要素１１４との
間の距離は、第２の区域Ｚ２の全体を通して一定であってもなくてもよい。さらに、同軸
ケーブル１０２の外側導体１０６は、第１の区域Ｚ１の中の内側導体１０８と平行に配向
される。しかし、第２の区域Ｚ２では、放射要素１１２と成形要素１１４とは、相互と平
行であってもなくてもよい。しかしながら、放射要素１１２と成形要素１１４とは、両方
とも平面形状を有してもよい。１つのそのような実施形態では、放射要素１１２を含有す
る平面は、成形要素１１４を含有する平面と実質的に平行である。第１の区域Ｚ１では、
同軸ケーブル１０２の外側導体１０６が、常に第１の区域Ｚ１の中のマイクロ波場に対す
る遮蔽体の役割を果たす一方で、第２の区域Ｚ２では、成形要素１１４は、第２の区域Ｚ
２の中のマイクロ波場に対する遮蔽体の役割を果たしても果たさなくてもよい。第１の区
域Ｚ１では、外側導体１０６と内側導体１０８との間の距離は、第２の区域Ｚ２の放射要
素１１２と成形要素１１４との間の距離より大幅に小さくてもよい。
【００４７】
　図１Ｃは、放射要素と、マイクロ波場成形要素とを備えるマイクロ波アンテナを有する
、本発明の直線状マイクロ波アンテナの実施形態の側面図を示す。図１Ｃに示された実施
形態では、本発明の新規のマイクロ波場成形技法は、螺旋状アンテナの性能を向上させる
ために使用される。結果として生じたアンテナは、伝送線を包囲する組織に悪影響を与え
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ることなく、アンテナの長さに沿って均一な損傷を作成するために使用することができる
。図１Ｃでは、マイクロ波アブレーションデバイス１００は、同軸ケーブル１０２等の伝
送線を備える。アンテナ１０４は、同軸ケーブル１０２の遠位端に接続される。図１Ｃに
示された実施形態では、アンテナ１０４の幅は、同軸ケーブル１０２の幅と実質的に同じ
である。図１Ｃは、仮想遷移線１０５によって第１の区域Ｚ１と第２の区域Ｚ２とに分割
されるマイクロ波アブレーションデバイス１００を示す。第１の区域Ｚ１は、第２の区域
Ｚ２の近位にある。図１Ｃの遷移線１０５は、同軸ケーブル１０２の遠位端によって画定
され、同軸ケーブル１０２の遠位端において同軸ケーブル１０２の軸と実質的に垂直であ
る。図１Ｃに示された実施形態では、同軸ケーブル１０２の遠位端は、完全に第１の区域
Ｚ１内に位置し、アンテナ１０４は、完全に第２の区域Ｚ２内に位置する。一実施形態で
は、単一のマイクロ波信号が、同軸ケーブル１０２を通してアンテナ１０４に供給される
。アンテナ１０４は、マイクロ波場を生成する。アンテナ１０４によって生成されるマイ
クロ波場の近接場は、組織を切除すること等の所望の臨床成果を達成するために使用され
てもよい。図１Ｃでは、アンテナ１０４は、放射要素１１２と、成形要素１１４とを備え
る。一実施形態では、放射要素１１２は、同軸ケーブル１０２の内側導体１０８の継続で
ある。成形要素１１４は、放射要素１１２によって放出されるマイクロ波場を成形する。
一実施形態では、成形要素１１４は、導電性材料、例えば、金属または伝導性ポリマーで
できており、同軸ケーブル１０２の外側導体１０６の領域に電気的に接続される。代替実
施形態では、伝導性成形要素１１４は、外側導体１０６から電気的に隔離される。この実
施形態では、成形要素１１４は、アンテナ１０４の受動放射体または非励振要素として機
能する。この電気的に隔離された実施形態での成形要素１１４は、放射要素１１２から放
射されるマイクロ波を吸収し、マイクロ波を再放射する。放射要素１１２と成形要素１１
４との間には、なんらの直接の電気伝導がないことに留意されたい。マイクロ波エネルギ
ーが、図１Ｃで同軸ケーブル１０２を通してアンテナ１０４に送達されると、第１のマイ
クロ波場が放射要素１１２によって放出される。この第１のマイクロ波場は、小径（アン
テナ直径Ｄがマイクロ波の波長よりもはるかに小さい）螺旋状アンテナの通常モードマイ
クロ波場である。第１のマイクロ波場は、成形要素１１４と相互作用する。この相互作用
は、成形要素１１４上で漏洩電流を誘発する。漏洩電流は次に、第２のマイクロ波場を作
成する。第２のマイクロ波場は、成形要素１１４の細長い形状により、細長い軸モードマ
イクロ波場である。第１のマイクロ波場および第２のマイクロ波場はともに、放射要素１
１２のみを備えるアンテナ１０４によって生成される成形されていないマイクロ波場より
も臨床的に有用である、アンテナ１０４の独特の成形されたマイクロ波場を産生するよう
に結合する。したがって、元のマイクロ波場は、成形要素１１４の設計によって再分配さ
れる。成形要素１１４単独は、アンテナとして機能することができず、むしろ、成形要素
１１４は、臨床的に向上したマイクロ波場を産生するように、放射要素１１２によって放
出される電磁場またはマイクロ波場を成形または再分配する。図１Ｃの放射要素１１２と
成形要素１１４との間には、なんらの直接の電気伝導もないことに留意されたい。
【００４８】
　さらに、成形要素１１４の特異的設計が、放射要素１１２を備えるアンテナ１０４の電
力集中を向上させるために使用されてもよい。成形要素１１４は、１つ以上の非絶縁また
は絶縁要素でできていてもよい。そのような要素の実施例は、金属要素の直線または曲線
セグメント、円形または長円形を有する要素、多角形（例えば、三角形、正方形、長方形
、五角形等）を有する要素、１つ以上の導電性継手によってともに接合される複数の要素
、非導電性継手によってともに接合される複数の要素、複数の曲線を有する要素、要素の
対称に配設されたセグメント、要素の非対称に配設されたセグメント、非伝導材料の外側
被覆または層を備える要素等を含むが、それらに限定されない。
【００４９】
　集中したマイクロ波場の望ましくない領域を回避するために、個々の要素、例えば、放
射要素１１２が、最小の鋭い角を有するか、または鋭い角がない、本発明の実施形態が設
計されてもよい。
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【００５０】
　アンテナ１０４は、切除される標的組織の形状または作成される損傷の形状に実質的に
近似する形状を有するように設計されてもよい。一実施形態では、アンテナ１０４は、子
宮内膜アブレーションに特に適しているほぼ三角形の形状を有する。別の実施形態では、
アンテナ１０４は、例えば、左心房の中で直線状の損傷を作成するための、組織の直線状
領域のアブレーションに特に適している、図１Ｃに示された形状等のほぼ直線状の形状を
有する。
【００５１】
　図１Ｃでは、放射要素１１２の表面は、１つ以上の誘電材料の層の中に封入される。放
射要素１１２の長さに沿った誘電材料の厚さおよび種類は、マイクロ波場形状を最適化す
るように設計される。したがって、放射要素１１２を覆う１つ以上の誘電材料はまた、マ
イクロ波場を成形するために非伝導の成形要素として使用されてもよい。放射要素１１２
を覆う１つ以上の誘電材料は、放射要素１１２に隣接する領域中で局所誘電環境を変化さ
せることによって、マイクロ波場を成形する。この実施形態では、放射要素１１２のあら
ゆる部分は、放射要素１１２のいずれの金属表面も組織に曝露されないように、何らかの
誘電材料で覆われる。したがって、この実施形態では、放射要素１１２は、組織から電気
的に絶縁される。したがって、この実施形態では、放射要素１１２は、組織の中へマイク
ロ波場を伝送することができるが、組織に電気を伝導することはできない。したがって、
この実施形態では、放射要素１１２と成形要素１１４との間には、なんらの電気伝導およ
び伝導性経路もない。さらに、この実施形態では、放射要素１１２と周辺組織との間には
、いずれの電気伝導および伝導性経路もない。一実施形態では、放射要素１１２の近位部
分上の誘電体は、同軸ケーブル１０２の誘電体１１０の継続である。放射要素１１２上の
誘電体の厚さは、放射要素１１２の長さに沿って変化してもよい。さらに、放射要素１１
２上の誘電体の断面は、放射方向に対称性でなくてもよい。
【００５２】
　図１Ｃの実施形態では、放射要素１１２は、１本の螺旋状に配設された金属導体ででき
ている。螺旋は、螺旋の長さに沿った一定のピッチおよび一定の直径を有して対称であっ
てもよい。一実施形態では、放射要素１１２を構築するために使用される導体の直線化さ
れた長さは、９１５ＭＨｚにおける有効波長の約４分の３である。代替実施形態では、こ
の長さは、４３３ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域、９１５ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域、２．４５ＧＨｚ　Ｉ
ＳＭ帯域、および５．８ＧＨｚ　ＩＳＭ帯域のうちの少なくとも１つにおける有効波長の
４分の１の奇数倍数であってもよい。図１Ｃでは、放射要素１１２は、約１９回の旋回を
有するが、放射要素１１２が約１～３０回の旋回を有するアブレーションデバイス１００
の実施形態が構築されてもよい。螺旋状放射要素１１２のピッチは、０．３ｍｍと２０ｍ
ｍとの間に及んでもよい。放射要素１１２は、Ｎｉｔｉｎｏｌ、ステンレス鋼、または銅
から成る群より選択される、金属要素または合金でできていてもよい。放射要素１１２は
、放射要素１１２の外面上にＡｇまたはＡｕ等の伝導金属のめっきを備えてもよい。放射
要素１１２を構築するために使用される金属導体は、円形、長円形、長方形、または正方
形の断面を有してもよい。一実施形態では、放射要素１１２を構築するために使用される
金属導体は、０．５ｍｍ＋／－０．４ｍｍの直径を有する円形断面を有する。別の実施形
態では、放射要素１１２を構築するために使用される金属導体は、１０ｍｍ＋／－９．５
ｍｍ×０．５ｍｍ＋／－０．４ｍｍの断面寸法を有する長方形の断面を有する。長方形の
断面を有する放射要素の別の実施形態では、断面寸法は、１ｍｍ＋／－０．３ｍｍ×０．
１ｍｍ＋／－０．０５ｍｍである。代替実施形態では、放射要素１１２は、実質的に２次
元の構成で配設される１本の金属導体でできている。例えば、１本の金属導体は、実質的
に波状またはジグザグあるいは蛇行構成で配設されてもよい。図１Ｃの実施形態では、放
射要素１１２は、成形要素１１４の周囲に対称的に配設され、成形要素１１４を部分的ま
たは完全に取り囲む。成形要素１１４は、１本の直線状または螺旋状の金属導体でできて
いてもよい。成形要素１１４の外径は、アンテナ１０４の長さに沿って均一であってもよ
く、または不均一であってもよい。図１Ｃに示された実施形態では、成形要素１１４は、
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１本の実質的に直線状の金属導体でできている。成形要素１１４は、Ｎｉｔｉｎｏｌ、ス
テンレス鋼、または銅から成る群より選択される、金属要素または合金でできていてもよ
い。成形要素１１４は、成形要素１１４の外面上にＡｇまたはＡｕ等の伝導金属のめっき
を備えてもよい。成形要素１１４を構築するために使用される金属導体は、円形、長円形
、長方形、または正方形の断面を有してもよい。一実施形態では、成形要素１１４を構築
するために使用される金属導体は、０．５ｍｍ＋／－０．３ｍｍの直径を有する円形断面
を有する。別の実施形態では、成形要素１１４を構築するために使用される金属導体は、
０．５ｍｍ＋／－０．３ｍｍ×０．５ｍｍ＋／－０．３ｍｍの寸法を有する長方形の断面
を有する。アンテナ１０４はさらに、放射要素１１２と成形要素１１４との間に１つ以上
のアンテナ誘電体１１６を備える。一実施形態では、アンテナ誘電体１１６は、可撓性ア
ンテナ１０４を作成することに十分な可撓性である。アンテナ１０４の可撓性は、臨床使
用中に、アンテナ１０４が、実質的に直線構成から実質的に非直線構成へ、および逆もま
た同様に屈曲することを可能にする。アンテナ１０４の可撓性はまた、臨床使用中に、ア
ンテナ１０４が伝送線の遠位端に対して屈曲することを可能にする。これは次に、ユーザ
が、血管等の蛇行性または非直線状の導入経路を通して、アンテナ１０４を標的場所に導
入することを可能にする。一実施形態では、アンテナ誘電体１１６は、十分な剛性のアン
テナ１０４を作成することに十分な剛性である。アンテナ１０４の剛性は、アンテナ１０
４が臨床使用中に屈曲することを防止する。これは次に、ユーザが、図７Ａに示されるよ
うな腫瘍組織等の組織を穿刺または貫通するためにアンテナ１０４を使用することを可能
にする。放射要素１１２と成形要素１１４との間で使用することができる誘電体の実施例
は、ＥＰＴＦＥ、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、および他のフッ素重合体、シリコーン、空気、ＰＥ
ＥＫ、ポリイミド、天然または人造ゴム、およびそれらの組み合わせを含むが、それらに
限定されない。加えて、アンテナ１０４全体が、誘電体に覆われるか、または被包されて
もよい。アンテナ１０４を覆うか、または被包するために使用することができる誘電体の
実施例は、ＥＰＴＦＥ、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、および他のフッ素重合体、シリコーン、ＰＥ
ＥＫ、ポリイミド、天然または人造ゴム、およびそれらの組み合わせを含むが、それらに
限定されない。アンテナ誘電体１１６は、そのような誘電体の１つ以上の層を備えてもよ
い。アンテナ１０４を覆うか、または被包するために使用することができる誘電体は、有
孔性または無孔性であってもよい。図１Ｃでは、アンテナ１０４の長さは、１０ｍｍと８
０ｍｍとの間である。図１Ｃでは、アンテナ１０４の長さは、１ｍｍと４０ｍｍとの間で
ある。１つの特定の実施形態では、アンテナ１０４は、４５ｍｍ＋／－７ｍｍの長さ、お
よび２ｍｍ＋／－０．５ｍｍの幅を有する。放射要素１１２は、同軸ケーブル１０２の内
側導体１０８に電気的に接続される。これは、放射要素１１２を内側導体１０８にはんだ
付けするか、または抵抗溶接することによって行われてもよい。成形要素１１４は、同軸
ケーブル１０２の外側導体１０６に電気的に接続される。これは、成形要素１１４を外側
導体１０６にはんだ付けするか、または抵抗溶接することによって行われてもよい。アン
テナ１０４は、柔軟、可撓性、または実質的に剛性であってもよい。アンテナ１０４は、
可鍛性であってもよく、あるいは、形状記憶または弾性または超弾性特性を有してもよい
。アンテナ１０４の遠位端は、非外傷性であってもよい。アンテナ１０４は、アンテナ１
０４の長さが調整可能であるように設計されてもよい。例えば、アンテナ１０４の長さは
、アブレーション区域の長さを増加または短縮するために増加または短縮されてもよい。
この実施形態では、成形要素１１４は、螺旋状、あるいは実質的に波状またはジグザグま
たは蛇行性構成を有してもよい。アンテナ１０４の長さは、術中または術前に増加または
短縮させられてもよい。一実施形態では、放射要素１１２および成形要素１１４の一方ま
たは両方は、フレキシブル回路の一部であり、フレキシブル回路を製造するための一般的
に知られている技法を使用して製造される。
【００５３】
　図１Ｃでは、放射要素１１２の形状は、成形要素１１４の形状とは異なる。さらに、図
１Ｃの実施形態では、放射要素１１２は、非直線状である。さらに、図１Ｃの実施形態で
は、成形要素１１４は、実質的に直線状である。しかしながら、放射要素１１２および成
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形要素１１４は、概して、それらの軸が相互に平行であるように配向される。放射要素１
１２が実質的に直線状であるアンテナ１０４の代替実施形態が設計されてもよい。成形要
素１１４が実質的に非直線状であるアンテナ１０４の代替実施形態が設計されてもよい。
放射要素１１２および成形要素１１４が、概して、それらの軸が平行ではないように配向
されるアンテナ１０４の代替実施形態が設計されてもよい。
【００５４】
　図１Ｃの実施形態では、成形要素１１４は、同軸ケーブル１０２の遠位端に接続される
が、成形要素１１４が同軸ケーブル１０２の遠位端以外の領域で同軸ケーブル１０２に接
続されるアンテナ１０４の他の実施形態が設計されてもよい。例えば、１つの代替実施形
態では、成形要素１１４は、金属であり、同軸ケーブル１０２の遠位端の近位にある同軸
ケーブル１０２の外側導体１０６の領域に電気的に接続される。
【００５５】
　図１Ｃでは、放射要素１１２が内側導体１０８と電気的に接触しているので、内側導体
１０８から放射要素１１２の遠位端まで延在する第１の導電性経路がある。成形要素１１
４が伝導性材料でできており、同軸ケーブル１０２の外側導体１０６に電気的に接続され
る、実施形態では、外側導体１０６から成形要素１１４の遠位端まで延在する第２の導電
性経路がある。そのような実施形態では、第１の区域Ｚ１から第２の区域Ｚ２まで延在す
る２つの伝導性経路があるものの、２つの伝導性経路の設計、材料、およびマイクロ波特
性は、以前に説明されているように、第１の区域Ｚ１および第２の区域Ｚ２において有意
に異なってもよい。第１の区域Ｚ１では、同軸ケーブル１０２の外側導体１０６は、内側
導体１０８の周囲で対称的に位置し、内側導体１０８から一定の距離を置いている。しか
しながら、第２の区域Ｚ２では、放射要素１１２は、成形要素１１４の周囲で対称的に位
置し、成形要素１１４から一定の距離を置いている。第１の区域Ｚ１では、同軸ケーブル
１０２の外側導体１０６が、常に第１の区域Ｚ１の中のマイクロ波場に対する遮蔽体の役
割を果たす一方で、第２の区域Ｚ２では、成形要素１１４は、第２の区域Ｚ２の中のマイ
クロ波場に対する遮蔽体の役割を果たしても果たさなくてもよい。
【００５６】
　図１Ｄは、図１Ｃのアブレーションデバイス１００に、および本明細書で開示される他
のアブレーションデバイス１００に使用可能である、同軸ケーブル１０２の実施形態を通
る断面を示す。一実施形態では、本明細書で使用される同軸ケーブル１０２は、可撓性で
あり、５６％＋／－５％のＮｉ含有量を有するＮｉｔｉｎｏｌでできている内側導体１０
８を備える。内側導体１０８の外径は、０．０１７２”＋／－０．００４”である。内側
導体１０８は、ＡｇまたはＡｕ等の高伝導性金属のクラッディングまたはめっき１２０を
有する。一実施形態では、内側導体１０８は、０．０００２５０”＋／－０．００００５
０”の銀クラッディング１２０を備える。クラッディング１２０は次に、誘電材料１１０
によって包囲される。一実施形態では、誘電材料１１０は、０．０４６”＋／－０．００
５”の外径を有する発泡ＰＴＦＥでできている。誘電材料１１０は次に、外側導体１０６
によって包囲される。外側導体１０６は、内側導体１０８によって伝送されるマイクロ波
信号に対する遮蔽要素の役割を果たす。さらに、外側導体１０６は、外部雑音から内側導
体１０８によって伝送されるマイクロ波信号を遮蔽する。一実施形態では、外側導体１０
６は、複数本のＡｇめっきしたＣｕを備える。複数本の外側導体１０６は、外側導体１０
６の外径が０．０５７”＋／－０．００５”であるように配設される。外側導体１０６は
次に、外側ジャケット１１８によって覆われる。一実施形態では、外側ジャケット１１８
は、０．０６５”＋／－０．００５”の外径を有するＰＴＦＥでできている。したがって
、同軸ケーブル１０２の外径は、約２ｍｍ未満である。可撓性同軸ケーブル１０２の薄型
外径は、狭いおよび／または蛇行性の解剖学的経路あるいは導入デバイス管腔を通して挿
入することができるので、多大な臨床的利点を有する。一実施形態では、同軸ケーブル１
０２を備えるシャフトは、同軸ケーブル１０２上で硬化デバイスジャケット、ブレイズ、
または硬化層を取り囲むこと等の、１つ以上の硬化または強化要素を追加することによっ
て、硬化または強化される。一実施形態では、アンテナ１０４は、アンテナ１０４内また
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は上のジャケット、ブレイズ、または層等の、１つ以上の硬化または強化要素を追加する
ことによって、硬化または強化される。
【００５７】
　図１Ｅは、同軸ケーブル１０２の遠位端を通る、図１Ｃのアブレーションデバイス１０
０の実施形態の縦断面を示す。図１Ｅでは、同軸ケーブル１０２の同一性は、外側導体１
０６の遠位端で終端する。図１Ｅの遷移線１０５は、外側導体１０６の遠位端に位置し、
外側導体１０６の遠位端において同軸ケーブル１０２の軸と実質的に垂直である。同軸ケ
ーブル１０２の外側ジャケット１１８は、外側導体１０６の遠位端の近位にわずかな距離
を置いて終端する。内側導体１０８の遠位端に取り付けられる伝導性要素は、放射要素１
１２を形成する。一実施形態では、放射要素１１２の近位端は、内側導体１０８の遠位端
に電気的に接続される。一実施形態では、放射要素１１２の近位端は、内側導体１０８に
はんだ付けされる。別の実施形態では、放射要素１１２の近位端は、内側導体１０８にレ
ーザ溶接される。放射要素１１２の近位端は、重ね継ぎおよび突き合わせ継ぎを含むがそ
れらに限定されない種々の構成で、内側導体１０８に電気的に接続されてもよい。成形要
素１１４の近位端は、外側導体１０６の領域に電気的に接続される。一実施形態では、成
形要素１１４の近位端は、外側導体１０６の遠位端に電気的に接続される。一実施形態で
は、成形要素１１４の近位端は、外側導体１０６にはんだ付けされる。別の実施形態では
、成形要素１１４の近位端は、外側導体１０６にレーザ溶接される。成形要素１１４の近
位端は、重ね継ぎおよび突き合わせ継ぎを含むがそれらに限定されない、種々の構成で、
外側導体１０６に電気的に接続されてもよい。
【００５８】
　図２Ａおよび２Ｂは、図１Ｃのデバイスの実施形態によって生成された、シミュレート
されたＳＡＲプロファイルの２つの側面図を示す。図２Ｃは、図１Ｃのデバイスの実施形
態によって生成された、シミュレートされたＳＡＲプロファイルの上面図を示す。図２Ｃ
は、図１Ｃのデバイスの実施形態によって生成された、シミュレートされたＳＡＲプロフ
ァイルが、実質的に放射方向に対称であり、アンテナ１０４全体を円周方向に包むことを
明示する。図２Ａおよび２Ｂは、図１Ｃのアンテナ１０４によって生成されたマイクロ波
場が、実質的に第２の区域Ｚ２に制限されることを明示する。同軸ケーブル１０２を含有
する第１の区域Ｚ１の中に、有意量のマイクロ波場がある。したがって、マイクロ波場と
同軸ケーブル１０２の遠位部分との間には、ごくわずかな後方結合がある。これは次に、
同軸ケーブル１０２の遠位端の近位にある組織を切除する危険性を低減する。さらに、マ
イクロ波場は、同等のモノポールアンテナと比較して、アンテナ１０４の長さに沿って実
質的に均一である。したがって、図２Ａおよび２Ｂのマイクロ波場によって形成される損
傷は、均一となり、アンテナ１０４の範囲に実質的に局限される。また、図２Ａおよび２
Ｂは、マイクロ波場がアンテナ１０４全体を容量的に包むことを示す。したがって、３５
ｍｍよりも大きい損傷の長さで、均一、対称、連続的な直線状損傷を作成することができ
る、９１５ＭＨｚおよび他のマイクロ波周波数で動作するように設計されている直線状ア
ンテナ１０４の実施形態が設計され得る。
【００５９】
　代替実施形態では、ＳＡＲプロファイルは、直線状アンテナ１０４の長さに沿って実質
的に不均一に設計されてもよい。例えば、アンテナ１０４は、アンテナ１０４の中心にお
いてより幅広い、および／またはより強力であり、アンテナ１０４の端においてあまり強
力ではない、ＳＡＲプロファイルを有するように設計されてもよい。これを達成するため
に、図１Ｃのアンテナ１０４の１つ以上の設計パラメータが修正されてもよい。そのよう
な修正の実施例は、１つ以上の付加的な伝導性成形要素１１４の追加、アンテナ１０４の
長さに沿って成形要素１１４および／放射要素１１２の幅および／または断面形状を変化
させること、アンテナ１０４の長さに沿って螺旋状放射要素１１２および／または螺旋状
成形要素１１４のピッチを変化させること、１つ以上のアンテナ誘電体１１６の厚さ、種
類、および他の設計パラメータを変化させること等を含むが、それらに限定されない。
【００６０】
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　図２Ｄは、図１Ｃのアンテナを伴うアブレーションデバイスのシミュレートされた反射
減衰量を示す。シミュレートされた反射減衰量は、９１５ＭＨｚにおいて良好な整合（約
－１３．３５ｄＢ）を示す。
【００６１】
　図１Ｃのアンテナ１０４は、同等のモノポールアンテナと比べていくつかの利点を有す
る。図２Ｅおよび２Ｆは、モノポールアンテナによって生成された、シミュレートされた
ＳＡＲプロファイルの側面図および上面図をそれぞれ示す。図２Ｅは、集中したマイクロ
波場の領域、または伝送線（例えば、同軸ケーブル）の遠位端の付近あるいはモノポール
アンテナの近位端にある「ホットスポット」の存在を示す。したがって、図２Ｅのマイク
ロ波場は、図２Ｂの波動場と比較して不均一である。図２Ｆのマイクロ波場の約半分が、
第１の区域Ｚ１の中に存在する。したがって、第１の区域Ｚ１の中に有意量のマイクロ波
場がある。したがって、同軸ケーブル１０２の遠位端の近位にある組織を切除する高い危
険性がある。第１の区域Ｚ１の中の有意量のマイクロ波場の存在は、マイクロ波場と同軸
ケーブルまたは他の伝送線の外側導体との間の望ましくない連結によるものである。この
望ましくない連結はまた、健康な組織の巻き添え損傷につながる場合がある、同軸ケーブ
ル１０２の後方加熱も引き起こし得る。
【００６２】
　本明細書の実施形態のうちのいくつかでは、成形要素１１４は、アンテナ１０４によっ
て生成されるマイクロ波場を成形するのに重要な役割を果たす。図２Ｇは、成形要素１１
４がない図１Ｃのデバイスの実施形態によって生成された、シミュレートされたＳＡＲプ
ロファイルの側面図を示す。図２Ｇに示されたマイクロ波場は、成形要素１１４によって
成形されていないため、非成形波動場である。図２Ｇのアンテナ１０４は、図２Ｅのモノ
ポールアンテナと同様に挙動することが分かる。図２Ｇは、集中したマイクロ波場の領域
、または同軸ケーブル１０２の遠位端の付近あるいはアンテナ１０４の近位端にある「ホ
ットスポット」の存在を示す。したがって、図２Ｇの成形されていないマイクロ波場は、
図２Ｂの成形要素１１４によって生成される成形されたマイクロ波場と比較して不均一で
ある。図２Ｇの成形されていないマイクロ波場の約半分が、第１の区域Ｚ１の中に存在す
る。したがって、第１の区域Ｚ１の中に有意量のマイクロ波場がある。したがって、同軸
ケーブル１０２の遠位端の近位にある組織を切除する高い危険性がある。第１の区域Ｚ１
の中の有意量のマイクロ波場の存在は、マイクロ波場と同軸ケーブル１０２または他の伝
送線の外側導体との間の望ましくない連結によるものである。この望ましくない連結はま
た、健康な組織の巻き添え損傷につながる場合がある、同軸ケーブル１０２の後方加熱も
引き起こし得る。図２Ｈは、成形要素１１４がない図１Ｃのアンテナ（図２Ｈにおける点
線）を伴うアブレーションデバイスのシミュレートされた反射減衰量（実線）を示す。シ
ミュレートされた反射減衰量は、図１Ｃのアンテナを用いて得られる、９１５ＭＨｚにお
ける良好な整合（約－１３．３５ｄＢ）よりも規模がはるかに低い、９１５ＭＨｚにおけ
る整合（約－９．４１ｄＢ）を示す。したがって、図１Ｃのアンテナ１０４の中の成形要
素１１４の設計が、整合を向上させる。
【００６３】
　成形要素１１４は、周波数スペクトル内の付加的な共振点を提供するために使用されて
もよい。これは次に、アンテナ１０４が許容性能を達成する周波数範囲（帯域幅）を増加
させるために使用されてもよい。例えば、図１Ｃの成形要素１１４の設計は、重要な性能
パラメータが容認可能である周波数範囲を向上させる。図２Ｈでは、実線および鎖線を比
較した場合、－１０ｄＢのカットオフにおいて、成形要素１１４を含有する実施形態での
許容周波数範囲は、約０．２３ＧＨｚである（約０．８７ＧＨｚから約１．１０ＧＨｚに
及ぶ）。成形要素１１４がない図２Ｇの同等の実施形態での許容周波数範囲は、わずか約
０．１９ＧＨｚである（約０．９３ＧＨｚから約１．１２ＧＨｚに及ぶ）。したがって、
第１の場合においては、アンテナ１０４が許容性能を達成するより大きい周波数範囲（帯
域幅）が利用可能である。これは次に、典型的な臨床使用中の、または軽微な製造変動に
よるアンテナ１０４の軽微な歪曲が、アンテナ１０４の性能に有意に影響を及ぼさないア
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ンテナ１０４の設計を可能にする。
【００６４】
　図２Ｉは、図１Ｃの設計と同様である、完全機能的直線状アンテナの写真を示す。図２
Ｉでは、放射要素１１２の複数の巻きが、成形要素１１４（見えていない）を包囲してい
る。アンテナ１０４全体が、透明な誘電材料の層で覆われている。同軸ケーブル１０２の
遠位端から放射要素１１２の遠位端までのアンテナ１０４の直線長さは、約４．５ｃｍで
ある。アンテナ１０４の代替実施形態は、２．５～５．５ｃｍに及ぶ直線長さを伴って設
計されてもよい。図２Ｉのアンテナ１０４の外径は、約２ｍｍである。アンテナ１０４の
代替実施形態は、１．５～４ｍｍに及ぶ外径を伴って設計されてもよい。
【００６５】
　図２Ｊは、心内アブレーションおよび他の用途のための図２Ｉのアンテナ１０４の有用
性を実証するための実験装置を示す。図２Ｊでは、ブタ筋肉組織の薄片が、３７℃に維持
された水槽中で保たれる。さらに、水が、ノズル１２５から水槽中で送出され、ポンプ（
図示せず）を使用して、水槽を通して継続的に循環させられる。これは、心腔内の血流の
効果をシミュレートするものである。図２Ｊは、ブタ筋肉組織の未切除薄片を示す。
【００６６】
　図２Ｊ－２Ｎは、組織に２つの重複損傷を作成する方法の方法ステップを示す。図２Ｊ
－２Ｎでは、方法が図２Ｊの実験装置において実証されている。図２Ｊでは、図２Ｉの直
線状アンテナ１０４は、示されるようにブタ組織と接触して配置されている。その後、０
．９１５ＧＨｚのマイクロ波電力が、アブレーションデバイス１００に８０Ｗで６０秒間
送達される。図２Ｌは、アンテナ１０４の周囲に作成された第１のアブレーションを示す
。図２Ｍでは、アンテナ１０４は、新しい場所に移動させられている。その後、図２Ｎに
示されるような第２の損傷を作成するために、マイクロ波電力が、アブレーションデバイ
ス１００に８０Ｗで６０秒間送達される。図２Ｎでは、アンテナ１０４は、第２の損傷を
作成した後に離されている。したがって、本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちの
いずれかを再配置することによって、複数の損傷の種々のパターンが作成され得る。本明
細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、軸の周りを回転すること、近位ま
たは遠位に移動すること、横に移動すること、軸の周りを回転すること、サイズを増加ま
たは縮小させること、アブレーションデバイス１００上の操縦または偏向機構に係合する
こと、および付属デバイス上の操縦または偏向機構に係合することのうちの１つ以上によ
って、再配置されてもよい。さらに、本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいず
れかは、臨床使用中に、周辺組織上の可撓性アンテナ１０４によって及ぼされる力が周辺
組織を歪曲しないように、設計および使用されてもよい。一実施形態では、相互に交差し
ない２つの損傷が作成される。別の実施形態では、縦方向に接合される、２つの細長い損
傷が作成される。別の実施形態では、横方向に接合される、２つの細長い損傷が作成され
る。別の実施形態では、相互に交差して、ほぼＸ字形の結果として生じる損傷を形成する
２つの細長い損傷が作成される。
【００６７】
　図２Ｏは、図２Ｊ－２Ｎの方法から得られる、２つの結果として生じる重複損傷の表面
図を示す。図２Ｏでは、アブレーションの視覚的区域は、幅約６～１０ｍｍおよび全長約
９ｃｍで延在することが分かる。アブレーション時間、アブレーション電力、アンテナ１
０４の設計、アンテナ１０４の位置のうちの１つ以上を変更することによって、損傷の長
さおよび／または幅が変化させられ得る。
【００６８】
　図２Ｐは、２つの深い重複損傷を示す、図２Ｏの平面２Ｐ－２Ｐを通る断面の図を示す
。図２Ｐでは、複合損傷の長さは、約９ｃｍであり、損傷の視覚的深さは、１～１．５ｃ
ｍまで様々である。したがって、長くて深い損傷がアンテナ１０４によって作成され得る
。損傷は、心臓壁の組織の厚さ全体に及ぶように作成されてもよい。したがって、アンテ
ナ１０４は、貫壁性（ｔｒａｎｓ－ｍｕｒａｌ）損傷を作成するために使用することがで
きる。さらに、損傷の炭化が完全に欠如している。また、流動流体の存在下でさえも、長
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くて深い損傷が作成された。したがって、アンテナ１０４は、血管系（静脈、動脈等）お
よび心腔等の、流動血液を含有する解剖学的領域中で損傷を作成するために使用され得る
。
【００６９】
　図２Ｑおよび２Ｒは、屈曲または曲線構成における、図２Ｉのアンテナによって作成さ
れた均一な損傷を示す。図２Ｒでは、下にある損傷を示すように、アンテナ１９０４が離
されている。図２Ｑおよび２Ｒは、損傷が屈曲または曲線構成であり、アンテナ１０４の
屈曲または曲線のプロファイルに対応することを示す。さらに、組織の表面の燃焼または
炭化がない。したがって、図１Ｃの実施形態等のアンテナ１０４の実施形態は、屈曲また
は曲線構成でさえも均一な損傷を作成することが可能である。これは、長い曲線または屈
曲損傷を作成する能力が、より速く、かつ向上した成果を伴ってユーザが手技を完了する
ことを可能にする、不整脈を治療するための心臓組織の電気生理学的アブレーション等の
用途で非常に重要である。
【００７０】
　図１Ｃの直線状アンテナ１０４等の本明細書のアンテナ１０４のうちのいずれかは、種
々の具体的用途のために成形または別様に修正されてもよい。図３Ａ－３Ｄは、アンテナ
１０４の実施形態を示し、アンテナ１０４は、それぞれ、直線、曲線、閉ループ、および
螺旋の形状を有する。図３Ａ－３Ｄに示された形状の実施形態は、固定された形状を有し
てもよく、またはユーザ成形可能であってもよい。例えば、アンテナ１０４には、図３Ａ
に示されるようなアンテナ１０４の直線形状から図３Ｂに示されるようなより曲線または
屈曲形状に、および逆もまた同様に、可逆的に変化させるように、引張ワイヤまたは同様
の形状歪曲要素が提供されてもよい。別の実施例では、アンテナ１０４の遠位領域には、
図３Ａに示されるようなアンテナ１０４の直線形状から図３Ｃに示されるようなよりルー
プ状の形状に、および逆もまた同様に、可逆的に変化させるように、引張ワイヤまたは同
様の形状歪曲要素が提供されてもよい。アンテナ１０４の形状を変化させるために使用さ
れてもよい機構の実施例は、内部または外部の引張ワイヤ、バルーン、膨張性構造、およ
び直線または屈曲摺動可能スタイレットを含むが、それらに限定されない。本明細書で開
示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、アンテナ１０４の形状に実質的に対応する
アブレーションを作成するために使用されてもよい。例えば、図３Ａのアンテナ１０４は
、実質的に直線状の損傷を作成するために使用されてもよく、図３Ｂのアンテナ１０４は
、実質的に曲線の損傷または屈曲した損傷を作成するために使用されてもよく、図３Ｄの
アンテナ１０４は、螺旋状損傷を作成するために使用されてもよい、等である。本明細書
で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、アンテナ１０４の形状に実質的に対応
しないアブレーションを作成するために使用されてもよい。例えば、アンテナ３Ｃは、図
３Ｉ－３Ｌでよりよく図示されるように、円形損傷、点損傷、または直線状損傷を作成す
るために使用されてもよい。本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、
身体組織に貫通して標的を切除するために使用されてもよい。組織の貫通を容易にするた
めに、本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかの遠位端は、（例えば、鋭
い先端を有することによって）組織の貫通を容易にするように修正されてもよい。例えば
、図３Ａのアンテナ１０４は、皮膚を貫通して腹部器官および他の内部器官を切除するた
めに十分剛性であり、かつ鋭い遠位先端を有するように設計されてもよい。代替として、
図３Ａのアンテナ１０４は、身体の天然開口部および通路を通るか、またはカテーテルを
通るアンテナ１０４の導入を可能にするように十分可撓性に設計されてもよい。別の実施
例では、図３Ｄのアンテナ１０４は、組織表面を貫通し、かつ下層組織にアクセスするた
めに螺旋状に挿入可能であるように十分剛性であり、かつ遠位先端を有するように設計さ
れてもよい。別の実施形態では、図３Ｄのアンテナ１０４は、身体の天然開口部および通
路を通るか、またはカテーテルを通るアンテナ１０４の導入を可能にするために、十分可
撓性かつ押しつぶし可能に設計されてもよい。次いで、アンテナ１０４の弾性または超弾
性あるいは形状記憶的性質が、身体通路または体腔、例えば、血管の管腔等の標的組織に
到達した後に、アンテナ１０４が螺旋形状を取り戻すことを可能にしてもよい。
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【００７１】
　本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、身体の複数の領域にアクセ
スするために、手技中に１回または複数回、再配置され得る。この再配置は、アブレーシ
ョンデバイス１００の全体または一部を移動させることによって行われてもよい。図３Ｅ
は、操縦可能または偏向可能なアンテナを備えるアブレーションデバイスの実施形態を示
す。図３Ｅでは、アブレーションデバイス１００は、制御可能に操縦可能または偏向可能
であるアンテナ１０４を備える。したがって、アンテナ１０４は、アブレーションデバイ
ス１００全体を移動させることなく、種々の標的領域にアクセスすることができる。一実
施形態では、図３Ｅのアブレーションデバイス１００は、空洞または管腔に挿入される。
そのような空洞または管腔の実施例は、男性尿路の複数部分、胆嚢、子宮および女性生殖
管の他の部分、血管系の複数領域、腸および下部消化管の他の部分、胃および上部消化管
の他の部分、肝臓および他の消化器官、肺、皮膚、粘膜、腎臓、生殖器官、関節、または
他の器官、あるいは身体の軟組織の中の天然または人工的に作成された空洞または管腔を
含むが、それらに限定されない。アンテナ１０４は、組織の第１の領域にアクセスするた
めに設置され、組織の第１の領域を切除するために使用される。その後、アンテナ１０４
は、組織の第２の領域にアクセスするために偏向され、組織の第２の領域を切除するため
に使用される。したがって、組織の複数の領域がアンテナ１０４によって切除されてもよ
い。アンテナ１０４を操縦または偏向するために使用されてもよい機構の実施例は、内部
または外部引張ワイヤ、バルーン、膨張性構造、および直線または屈曲摺動可能スタイレ
ットを含むが、それらに限定されない。直線状アンテナが図３Ｅおよび３Ｆで示されてい
るものの、本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、図３Ｅおよび３Ｆ
のアブレーションデバイス１００を構築するために使用されてもよい。一実施形態では、
アンテナ１０４を１回以上再配置しながら、アブレーションデバイス１００全体を再配置
することなく、標的組織領域全体が切除される。例えば、子宮腔の中の少なくとも２つの
位置にアンテナ１０４を設置した後に、頸部を通して子宮腔に挿入されるアブレーション
デバイス１００によって、子宮内膜全体が切除されてもよい。
【００７２】
　図３Ｆは、複数の標的領域を切除するために再配置されるアブレーションデバイス１０
０の実施形態を示す。図３Ｆでは、アブレーションデバイス１００の大部分または全体が
、複数の標的領域にアクセスするように再配置される。１つのそのような実施形態では、
アンテナ１０４が、肝臓の表面上の第１の位置に配置され、肝臓の第１の領域を切除する
ために使用される。その後、アブレーションデバイス１００が、肝臓の表面上の第２の位
置にアンテナ１０４を設置するように移動させられ、アンテナ１０４が、肝臓の第２の領
域を切除するために使用される。アブレーションデバイス１００は、横に、前方または後
方に、あるいは任意の他の好適な運動で移動させられてもよい。方法の実施形態では、ア
ブレーションデバイス１００は、組織の別の領域を切除するために、第１のアブレーショ
ン後に組織に再挿入される。例えば、アンテナ１０４は、第１の位置で肝臓の内側に挿入
され、肝臓の内部の第１の領域を切除するために使用される。その後、アンテナ１０４は
、肝臓から除去される。その後、アンテナ１０４は、第２の位置で肝臓の内側に再挿入さ
れ、肝臓の内部の第２の領域を切除するために使用される。別の実施例では、アブレーシ
ョンデバイス１００が、心臓腔に挿入され、アンテナ１０４が、心臓腔の第１の領域を切
除して第１の損傷を作成するために使用される。その後、アンテナ１０４は、心臓腔の第
２の場所に移動させられ、心臓腔の第２の領域を切除して第２の損傷を作成するために使
用される。第１および第２の損傷は、重複または非重複であってもよい。重複損傷の場合
、第１の損傷と第２の損傷とは、実質的に端から端まで、または辺から辺までの重複状態
で重複してもよい。
【００７３】
　図３Ｇ－３Ｈは、直線構成と屈曲構成との間で可逆的に変換させることができるアンテ
ナを有する、マイクロ波デバイスの２つの構成を示す。図３Ｇでは、アンテナ１０４は、
実質的に直線状である。アンテナ１０４の遠位領域は、引張ワイヤまたはテザーに接続さ
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れる。テザーは、アブレーションデバイス１００の外部に位置し、アブレーションデバイ
スシャフト上に位置する開口部を通過してもよい。開口部は、例えば、端から端までの管
腔の開口部、急速交換管腔の開口部、押しつぶし可能な管腔の開口部、ループ等であって
もよい。テザーの近位領域は、ユーザによって操作することができる。図３Ｈでは、屈曲
力がアンテナ１０４に及ぼされる。この屈曲力は次に、アンテナ１０４を屈曲させ、図３
Ｈ等の実質的に非直線の形状にさせる。図３Ｈでは、アンテナ１０４は、実質的に円形の
閉ループ形状を有する。他の非直線の形状の実施例は、他の閉ループ形状、開ループ形状
、１つ以上の屈曲または曲線を取り囲む形状等を含むが、それらに限定されない。屈曲力
の解放時に、アンテナ１０４は、アンテナ１０４の弾性または超弾性によって図３Ｇの実
質的に直線の形状に戻る。代替実施形態では、アンテナ１０４は、屈曲力の印加時に実質
的に直線構成に可逆的に変換される非直線構成を有する。
【００７４】
　図３Ｇおよび３Ｈのアブレーションデバイスは、小さい局部的な「点」損傷、直線状損
傷、領域損傷、および容量損傷等の種々の損傷を作成するために使用されてもよい。例え
ば、図３Ｉは、図３Ｇおよび３Ｈのアブレーションデバイスを使用して、組織上に小さい
局部的な「点」損傷を作成するために使用される方法の実施形態を示す。図３Ｉでは、ア
ンテナ１０４は、非直線構成である。アンテナ１０４の一部分は、組織と接触している。
アンテナ１０４と組織との間の接触は、アンテナ１０４が組織に接触することを可能にす
ることに十分であるが、アンテナ１０４を歪曲するか、または平たくすることに十分では
ない力で行われる。その後、「点」損傷を作成するために、エネルギーがアンテナ１０４
によって組織に送達される。図３Ｊは、図３Ｇおよび３Ｈのアブレーションデバイスを使
用して、組織上に直線状損傷を作成するために使用される方法の実施形態を示す。図３Ｊ
では、アンテナ１０４は、非直線構成である。アンテナ１０４の一部分は、組織と接触し
ている。アンテナ１０４と組織との間の接触は、アンテナ１０４と組織との間の接触面が
実質的に直線状であるように、アンテナ１０４を歪曲するか、または平たくするのに十分
な力で行われる。その後、実質的に直線状損傷を作成するために、エネルギーがアンテナ
１０４によって組織に送達される。図３Ｋは、図３Ｇおよび３Ｈのアブレーションデバイ
スを使用して、組織上に環状損傷を作成するために使用される方法の実施形態を示す。図
３Ｋでは、アンテナ１０４は、非直線構成である。アンテナ１０４の一部分は、組織と接
触している。アンテナ１０４と組織との間の接触は、アンテナ１０４が実質的に組織表面
の平面内にあるように行われる。その後、実質的に環状の損傷を作成するために、エネル
ギーがアンテナ１０４によって組織に送達される。アブレーション時間、アブレーション
電力等の種々のパラメータが、所望の臨床成果を達成するように、本明細書で説明される
方法のうちのいずれかで変更または操作されてもよい。マイクロ波エネルギーは、連続モ
ードまたは不連続モードで送達されてもよい。図３Ｋの実施形態では、マイクロ波エネル
ギーは、アンテナ１０４に直接隣接する組織の領域が切除されるように送達される。これ
は、図３Ｋに示されるような環状損傷を作成する。図３Ｌは、図３Ｇおよび３Ｈのアブレ
ーションデバイスを使用して、組織上に円形損傷を作成するために使用される、方法の実
施形態を示す。図３Ｌでは、アンテナ１０４は、非直線構成である。アンテナ１０４の一
部分は、組織と接触している。アンテナ１０４と組織との間の接触は、アンテナ１０４が
実質的に組織表面の平面内にあるように行われる。その後、実質的に円形の損傷を作成す
るように、エネルギーがアンテナ１０４によって組織に送達される。図３Ｌの実施形態で
は、マイクロ波エネルギーは、アンテナ１０４に隣接する組織の円形領域が切除されるよ
うに、図３Ｋの方法よりも長い時間にわたって、および／または高い電力で送達される。
この円形損傷は、組織の表面に制限されてもよい。代替として、より高いアブレーション
電力またはより長いアブレーション時間により、損傷が、組織の中へ十分深く延在して、
容量損傷を作成してもよい。
【００７５】
　アンテナ１０４の形状は、標的組織の２つの異なる領域を標的にするように、手技中に
修正されてもよい。例えば、図１Ｃのアンテナ１０４は、組織（例えば、肝臓、脳等）の
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内側に挿入され、器官の奥深くの組織を切除するために使用されてもよい。これを達成す
るために、アンテナ１０４（例えば、図１Ｃのアンテナ１０４）は、誘電材料でできてい
る十分に剛性の外側シースの内側に封入されたままで挿入されてもよい。同じ手技で、ア
ンテナ１０４は、図３Ｋおよび３Ｌで示されるように屈曲または曲線であり、その後、器
官の表面を切除するために使用されてもよい。これは、深部組織を切除するための１つの
デバイスおよび表面組織を切除するための１つのデバイスといった、２つの別個のデバイ
スの必要性を排除する。これは次に、手技の複雑性および費用を削減する。
【００７６】
　図４Ａおよび４Ｂは、組織を切除する２つの方法の実施形態を示し、アンテナの放射要
素および成形要素は、組織の対向側に配置される。図４Ａでは、アブレーションデバイス
１００が、管腔１３０または体腔に導入される。そのような管腔１３０または体腔の実施
例は、男性尿路の複数部分、胆嚢、子宮および女性生殖管の他の部分、血管系の複数領域
、腸および下部消化管の他の部分、胃および上部消化管の他の部分、肝臓および他の消化
器官、肺、皮膚、粘膜、腎臓、生殖器官、関節、または他の器官、あるいは身体の軟組織
の中の天然または人工的に作成された空洞または管腔を含むが、それらに限定されない。
アンテナ１０４は、放射要素１１２および成形要素１１４が標的組織の対向側に配置され
るように、標的組織の付近に設置される。図４Ａでは、放射要素１１２が管腔１３０の中
に位置する一方で、成形要素１１４は管腔１３０の外側に位置する。アンテナ１０４は、
管腔１３０の壁の一部分を切除するために使用される。成形要素１１４は、管腔１３０の
壁の組織の内側に位置してもよく、または図４Ａに示されるように、管腔１３０の外側の
場所まで、天然または人工的に作成された開口部を通過させられてもよい。成形要素１１
４は、マイクロ波場が放射要素１１２と成形要素１１４との間の領域内に集中させられる
ように、放射要素１１２によって放出されるマイクロ波場を成形する。放射要素１１２と
成形要素１１４との間の領域中のこの集中したマイクロ波場は、組織を切除するために使
用される。図４Ｂでは、成形要素１１４が管腔１３０の中に位置する一方で、放射要素１
１２は管腔１３０の外側に位置する。
【００７７】
　図４Ｃおよび４Ｄは、アンテナとマイクロ波遮蔽体または反射体との間に位置する組織
を切除する２つの方法の実施形態を示す。図４Ｃは、アンテナとマイクロ波遮蔽体または
反射体との間に位置する、子宮の壁の中の組織を切除する方法の実施形態を示す。図４Ｃ
では、アンテナ１０４は、子宮腔の内側に導入される。アンテナ１０４は、アンテナ１０
４に隣接する組織を除去するために使用されるマイクロ波場を生成する。図４Ｃでは、ア
ンテナ１０４は、子宮腔の中でナビゲートされ、切除される標的組織に隣接して配置され
る。そのような標的組織の実施例は、子宮筋腫、癌病変、腺筋症、ポリープ、および子宮
内膜の複数部分を含むが、それらに限定されない。さらに、図４Ｃでは、マイクロ波反射
体または遮蔽体１３２は、子宮の外面上、すなわち、子宮漿膜の表面上に配置される。マ
イクロ波反射体または遮蔽体１３２は、子宮の外面に到達するあらゆるマイクロ波エネル
ギーを遮蔽または反射するために使用される。マイクロ波反射体または遮蔽体１３２は、
伝導性または誘電材料、あるいはそれらの組み合わせでできていてもよい。これは、組織
の巻き添え損傷の危険性を低減することによって、手技の安全性を増加させる。マイクロ
波反射体または遮蔽体１３２は、腹腔鏡切開を通して、経膣的に、開腹術を介して、また
は子宮の表面上にデバイスを導入するための当技術分野で公知の他の方法を介して導入さ
れてもよい。代替実施形態では、アンテナ１０４およびマイクロ波反射体または遮蔽体１
３２の位置が交換される。この実施形態では、マイクロ波反射体または遮蔽体１３２は、
アンテナ１０４の一部ではない。
【００７８】
　図４Ｄは、図４Ｃの方法と同様である、子宮の壁の中の組織を切除する方法の実施形態
を示す。しかしながら、図４Ｄでは、マイクロ波反射体または遮蔽体１３２は、経膣的ア
プローチを介して所望の位置に導入される。マイクロ波反射体または遮蔽体１３２は、外
側導体１０６等の同軸ケーブル１０２の１つ以上の部分に電気的に接続されてもされなく
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てもよい。この実施形態では、マイクロ波反射体または遮蔽体１３２は、アンテナ１０４
の一部であってもなくてもよい。図４Ｃの方法と同様に、アンテナ１０４およびマイクロ
波反射体または遮蔽体１３２の位置が交換されてもよい。解剖学的空洞または管腔あるい
は組織容量等の他の解剖学的領域を治療するために、図４Ｃおよび４Ｄに図示された方法
と同様の方法が使用されてもよい。１つのそのような実施形態では、アンテナ１０４が、
心臓内の場所に配置され、マイクロ波反射体または遮蔽体１３２が、心臓周囲の場所に配
置され、逆もまた同様である。マイクロ波反射体または遮蔽体１３２は、伝導性または誘
電材料、あるいはそれらの組み合わせでできていてもよい。１つのアンテナ１０４の実施
形態では、成形要素１１４が、マイクロ波反射体または遮蔽体１３２としての役割を果た
してもよい。
【００７９】
　図５Ａは、プリント基板上に構築されたアンテナの一部分の実施形態を示す。図５Ａで
は、アンテナ１０４の一部分は、剛性または可撓性の略平面のプリント基板上にプリント
されている。本明細書の実施形態のうちのいずれかでは、アンテナ１０４の全体または複
数部分が、１つ以上の剛性または可撓性の平面または平面プリント基板上にプリントされ
てもよい。
【００８０】
　本明細書で開示されるデバイスおよび方法ならびにそれらの修正は、組織の最小侵襲性
または侵襲性治療中に使用されてもよい。例えば、図６Ａは、組織の容量を切除するよう
に適合される放射要素および複数の成形要素を備える３次元アンテナを有するアブレーシ
ョンデバイスの実施形態を示す。図６Ａでは、アブレーションデバイス１００は、実質的
に直線状の放射要素１１２を備える、アンテナ１０４を備える。アンテナ１０４はさらに
、複数の成形要素１１４を備える。図６Ａでは、４つの成形要素１１４は、同一であり、
放射要素１１２の周囲に対称的に配設される。アンテナ１０４の実施形態は、１～１０個
の成形要素１１４によって設計されてもよい。成形要素１１４は、放射要素１１２の周囲
に対称的または非対称的に配設されてもよい。成形要素１１４は、同一であってもなくて
もよい。図６Ａでは、各成形要素１１４は、細長く、屈曲したまたは角度付き領域を備え
る。図６Ａでは、各成形要素は、同軸ケーブル１０２または他の伝送線の外側導体に電気
的に接続される。放射要素１１２および／または成形要素１１４の遠位端は、鋭いまたは
貫通性先端を備えてもよい。一実施形態では、成形要素１１４は、アブレーションデバイ
ス１００から延在する格納式つめ構造である。一実施形態では、放射要素１１２の設計は
、長さ１４ｍｍのモノポールアンテナと同様である。図６Ａでは、成形要素１１４は、放
射要素１１２と成形要素１１４との間の容量の中に電磁場を成形し、増進させる。これは
、放射要素１１２と成形要素１１４との間に大きい容量損傷を作成する。容量損傷は、図
６Ｂおよび６Ｃから分かるように、実質的に成形要素１１４の範囲に限定される。さらに
、成形要素１１４は、そうでなければ同軸ケーブル１０２または他の伝送線の外側導体の
外壁上で誘発される、漏洩電流を低減する。
【００８１】
　マイクロ波エネルギーが伝送線を通して図６Ａのアンテナ１０４に送達されると、第１
のマイクロ波場が放射要素１１２によって放出される。第１のマイクロ波場は、成形要素
１１４と相互作用する。この相互作用は、成形要素１１４上で漏洩電流を誘発する。漏洩
電流は次に、第２のマイクロ波場を作成する。第１のマイクロ波場および第２のマイクロ
波場はともに、放射要素１１２のみを備えるアンテナ１０４によって生成される成形され
ていないマイクロ波場よりも臨床的に有用である、アンテナ１０４の独特の成形されたマ
イクロ波場を産生するように結合する。したがって、元のマイクロ波場は、成形要素１１
４の設計によって再分配される。成形要素１１４単独では、アンテナとして機能すること
ができず、むしろ、成形要素１１４は、臨床的に向上したマイクロ波場を産生するように
放射要素１１２によって放出される電磁場またはマイクロ波場を成形または再分配する。
さらに、放射要素１１２と成形要素１１４との組み合わせは、アンテナ１０４の電力集中
を向上させる。
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【００８２】
　成形要素１１４のマイクロ波効果は、図２Ｅを図６Ｂと比較することによって分かる。
成形要素１１４がない場合、図６Ａのアンテナ１０４は、図２Ｂに示されたものと同様の
モノポールアンテナの役割を果たす。したがって、図２Ｂは、成形要素１１４によって成
形されていない第１の非成形場を示す。アンテナ１０４が、図６Ａに示されるような成形
要素１１４を備える場合、アンテナは、図６Ｂに示されるような成形されたマイクロ波場
を生成する。
【００８３】
　最小侵襲性手技の実施形態では、アンテナ１０４は、皮膚の小さい穿刺創傷を通して患
者の身体に挿入される。その後、アンテナ１０４は、つめ状成形要素１１４によって取り
囲まれた容量が、標的組織を取り囲むように配備される。例えば、癌治療について、標的
組織は、腫瘍または癌細胞を伴う組織である。アンテナ１０４の配備の程度は、異なる標
的組織サイズ（例えば、異なる腫瘍サイズ）に合うように調整可能であってもよい。１つ
のそのような実施形態では、成形要素１１４の位置を制御するように、１本以上の引張ワ
イヤまたはテザーが成形要素１１４に取り付けられる。別の実施形態では、成形要素１１
４は、事前成形され、Ｎｉｔｉｎｏｌ等の形状記憶特性を伴う材料でできている。成形要
素１１４は、組織に挿入する前に、押しつぶされた構成で、カテーテルまたは管状構造の
内側に引っ込められる。挿入手技中に健康な組織への外傷を低減するために、好ましくは
薄型カテーテルまたは管状構造が使用される。いったんカテーテルまたは管状構造の一部
分が標的組織の内側に挿入されると、成形要素１１４および放射要素１１２が配備される
。成形要素１１４は、カテーテルまたは管状構造からそれらを延在させることによって、
押しつぶされていない事前設定された形状に配備される。図６Ａのアンテナ１０４は、種
々の手技に使用することができるものの、癌（例えば、肝臓および肺癌）および良性腫瘍
（例えば、子宮筋腫）で見られるもの等の固形腫瘍を切除するために特に適している。
【００８４】
　図６Ｂおよび６Ｃは、図６Ａのアンテナの実施形態のシミュレートされたＳＡＲプロフ
ァイルの側面図および上面図を示す。ＳＡＲプロファイルは、肝臓でのアブレーションを
シミュレートするために、ＣＯＭＳＯＬ　Ｍｕｌｔｉｐｈｙｓｉｃｓパッケージを使用し
て、２．４５ＧＨｚにおいてシミュレートされた。図６Ｂおよび６Ｃは、アンテナ１０４
によって作成された容量損傷が、実質的に成形要素１１４の範囲に限定されることを図示
する。また、図６Ｂおよび６Ｃは、マイクロ波場がアンテナ１０４全体を容量的に包むこ
とも示す。
【００８５】
　図６Ｄおよび６Ｅは、図６Ａのアンテナの実施形態の熱シミュレーションの側面図およ
び上面図を示す。黒い区域の最外面は、定常状態で約２８ｍｍの直径または幅および約２
２ｍｍの縦長さを有する５０℃の等位面である。したがって、アンテナ１０４は、約２８
ｍｍの直径または幅および約２２ｍｍの縦長さを有する損傷を形成することが可能である
。５０℃の等位面は、６０℃の等位面（黒い区域と濃い灰色の区域との間の境界）を取り
囲み、それは次に、７０℃の等位面（濃い灰色の区域と薄い灰色の区域との間の境界）を
取り囲み、それは次に、８０℃の等位面（薄い灰色の区域と白い灰色の区域との間の境界
）を取り囲む。
【００８６】
　図６Ｆおよび６Ｇは、図６Ａのアンテナと同様のアンテナの実施形態の０．９１５ＧＨ
ｚにおける、シミュレートされたＳＡＲプロファイルの側面図および上面図を示す。ＳＡ
Ｒプロファイルは、肝臓でのアブレーションをシミュレートするために、Ａｎｓｏｆｔ　
ＨＦＳＳパッケージを使用して、０．９１５ＧＨｚでシミュレートされた。図６Ｆおよび
６Ｇの放射要素１１２は、直線状であり、有効波長の約４分の１の長さを有する。図６Ｆ
および６Ｇは、容量損傷が、実質的に成形要素１１４の範囲に限定されることを図示する
。
【００８７】
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　図６Ｆおよび６Ｇに示されたアンテナ１０４は、複数の成形要素１１４を有する実質的
に直線状の放射要素１１２を備える。図６Ｆおよび６Ｇに示された４つの成形要素１１４
は、同一であり、放射要素１１２の周囲に対称的に配設される。アンテナ１０４の実施形
態は、放射要素１１２の周囲に対称的または非対称的に配設される、１～１０個の成形要
素１１４によって設計されてもよい。成形要素１１４は、同一であってもなくてもよい。
図６Ｆおよび６Ｇでは、各成形要素は、細長く、２つの屈曲したまたは角度付き領域を備
える。図６Ａの実施形態と同様に、各成形要素は、同軸ケーブル１０２の外側導体に電気
的に接続される。放射要素１１２および／または成形要素１１４の遠位端は、鋭いまたは
貫通性先端を備えてもよい。一実施形態では、成形要素１１４は、アブレーションデバイ
ス１００から延在する格納式つめ構造である。図６Ｆおよび６Ｇでは、成形要素１１４は
、放射要素１１２と成形要素１１４との間の空間中に電磁場を増進させる。これは、放射
要素１１２と成形要素１１４との間に大きい容量損傷を作成する。容量損傷は、図６Ｆお
よび６Ｇに示されるように、実質的に成形要素１１４の範囲に限定される。さらに、成形
要素１１４は、そうでなければ同軸ケーブル１０２の外側導体の外壁上において誘発され
る漏洩電流を低減する。
【００８８】
　図６Ｆおよび６Ｇでは、放射要素１１２は、長さ約３４ｍｍの細長い導体を備える。細
長い導体の遠位端は、細長い導体と伝導接触している金属の管状キャップによって覆われ
ている。伝導性キャップの外径は、約０．８ｍｍであり、伝導性キャップの長さは、約６
ｍｍである。伝導性キャップは、伝導性キャップの近位端と同軸ケーブルの遠位端との間
の距離が約２８ｍｍであるように配設される。放射要素１１２全体が、誘電材料の層で覆
われている。各成形要素１１４は、近位屈曲部と、遠位屈曲部とを備えている。近位屈曲
部は、放射要素１１２の長さに沿って測定される、約１５ｍｍの縦方向距離を置いて配設
される。放射要素１１２の長さに沿って測定される、近位屈曲部と遠位屈曲部との間の縦
方向距離は、約１５ｍｍである。放射要素１１２の長さに沿って測定される、遠位屈曲部
と成形要素１１４の遠位端との間の縦方向距離は、約４ｍｍである。したがって、放射要
素１１２の長さに沿って測定される、各成形要素１１４の全縦長さは、約３４ｍｍである
。成形要素１１４によって形成される構造の全直径は、約３０ｍｍである。図６Ｆおよび
６Ｇのアンテナ１０４の使用は、図６Ａのアンテナ１０４と同様である。
【００８９】
　図６Ｈは、図６Ｆおよび６Ｇのアンテナを有するアブレーションデバイスのシミュレー
トされた反射減衰量を示す。シミュレートされた反射減衰量は、０．９１５ＧＨｚにおい
て良好な整合（約－１１．４ｄＢ）を示す。
【００９０】
　図７Ａは、身体組織を貫通し、腫瘍を切除するために使用される、実質的に直線状のア
ンテナの実施形態を示す。図７Ａでは、アンテナ１０４は、螺旋状の放射要素１１２およ
び実質的に直線状の成形要素１１４を有する図１Ｃのアンテナ１０４と同様である。しか
しながら、図７Ａのアンテナ１０４は、組織を貫通することに十分な機械的強度を有する
。さらに、図７Ａのアンテナ１０４は、遠位貫通性先端１３４を備える。アブレーション
デバイス１００の長さは、５ｃｍから６０ｃｍに及んでもよい。アブレーションデバイス
１００は、開腹術または開胸術等の外科的切開を通して導入されてもよい。アブレーショ
ンデバイス１００はまた、腹腔鏡または胸腔鏡器具用のポート等の手術器具ポートを通し
て導入されてもよい。アブレーションデバイス１００は、遠位貫通性先端１３４を使用し
て皮膚を貫通し、標的組織の中へアンテナ１０４を前進させることによって、経皮的に導
入されてもよい。そのような経皮的導入は、例えば、放射線誘導または視覚的あるいは内
視鏡的誘導等の適切な誘導を用いて、肝臓または肺または子宮腫瘍を切除するために使用
されてもよい。アンテナ１０４の薄型プロファイルは、健康な組織に過剰な損傷を引き起
こすことなく、アンテナ１０４が、標的組織中の異なる領域においいて連続的に複数回導
入されることを可能にする。複数のアブレーションデバイス１００も、組織のより大きい
領域を切除するために、標的組織に同時に導入されてもよい。
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【００９１】
　図８Ａ－８Ｄは、静脈逆流疾患または静脈瘤を治療するための最小侵襲性治療の方法の
ステップを示す。この方法では、標的静脈の１つ以上の領域を加熱するために、マイクロ
波デバイス１００が使用される。一実施形態では、標的静脈の１つ以上の領域は、８０℃
～８５℃に及ぶ温度まで加熱される。この温度は、静脈の制御された加熱によって治療的
線維性静脈閉塞を引き起こすために外来手技として実施されてもよい。線維性静脈閉塞は
、内皮破壊、コラーゲン収縮、および静脈壁肥厚のうちの１つ以上によって引き起こされ
てもよい。図８Ａでは、マイクロ波デバイス１００は、小皮膚切開を通して標的静脈管腔
に導入される。マイクロ波デバイス１００は、標的静脈の管腔内の遠位領域に設置される
。体内のマイクロ波デバイス１００の導入および／またはナビゲーションは、好適な誘導
モダリティを使用して誘導されてもよい。そのようなモダリティの実施例は、超音波撮像
（例えば、二重超音波撮像）、透光、蛍光透視撮像、およびＸ線撮像を含むが、それらに
限定されない。いったんアンテナ１０４が所望の位置に設置されると、アンテナ１０４は
、マイクロ波エネルギーを標的静脈に送達するために使用される。その後、図８Ｂでは、
アンテナ１０４は、図８Ａの位置の近位にある位置で、標的静脈の中に設置される。いっ
たんアンテナ１０４が所望の位置に設置されると、アンテナ１０４は、マイクロ波エネル
ギーを標的静脈に送達するために使用される。図８Ａおよび８Ｂで治療される標的静脈の
領域は、重複してもよい。この過程は、標的静脈が治療されるまで、図８Ｃおよび８Ｄに
示されるように継続される。送達されたマイクロ波エネルギーは、静脈を加熱し、静脈を
収縮させる。一実施形態では、マイクロ波デバイス１００は、０．０２５”ガイドワイヤ
または０．０３５”ガイドワイヤあるいは０．０１４”ガイドワイヤ等のガイドワイヤ上
を送達される。手技を制御するために、マイクロ波デバイス１００および／または標的静
脈上の１つ以上の場所での温度感知および／またはインピーダンス測定が使用されてもよ
い。そのような温度感知および／またはインピーダンス測定は、マイクロ波エネルギー送
達の電力および／または時間を調整するために使用されてもよい。実質的に直線状のアン
テナ１０４が図８Ａ－８Ｄで図示されているが、本明細書で開示される好適なアンテナ１
０４の実施形態のいずれかが使用されてもよい。例えば、図３Ｄの螺旋状アンテナ１０４
が、この手技に使用されてもよい。１つのそのような実施形態では、アンテナ１０４、例
えば、図３Ｄの螺旋状アンテナ１０４は、狭い開口部および管腔を通した挿入を容易にす
るために押しつぶし可能であり、標的静脈の内側でその形状を取り戻すように十分な弾性
を有する。一実施形態では、アンテナ１０４の直径は、静脈管腔の直径よりも大きい。こ
れは、アンテナ１０４の少なくとも一部分を、標的管腔の壁と物理的に接触させる。しか
しながら、マイクロ波エネルギー送達は、標的組織との完璧な接触を必ずしも必要としな
い。よって、アンテナ１０４が標的静脈の一部分と接触しないときでさえも、アンテナ１
０４がマイクロ波エネルギーを標的静脈のその部分に送達する、アンテナ１０４の実施形
態が使用されてもよい。
【００９２】
　図９Ａおよび９Ｂは、腹圧性尿失禁（ＳＵＩ）を治療するための内尿道括約筋の経尿道
治療の方法を示す。図９Ａでは、治療的コラーゲン変性を達成するために、マイクロ波エ
ネルギーが内尿道括約筋に送達される。図９Ａでは、アンテナ１０４を備えるマイクロ波
デバイス１００が、経尿道アプローチを介して泌尿器系に導入される。本明細書で開示さ
れる任意の好適なアンテナ１０４の設計が、図９Ａおよび９Ｂの実施形態に使用されても
よい。一実施形態では、アンテナ１０４は、成形要素１１４を有するか、または有しない
モノポールアンテナである。アンテナ１０４は、図９Ａに示されるように、内尿道括約筋
に近接するように設置される。アンテナ１０４は、同軸ケーブル１０２に対するアンテナ
１０４の配向を変更するために、操縦または偏向モダリティを備えてもよい。一実施形態
では、アンテナ１０４は、１本以上の引張ワイヤ等の操縦または偏向モダリティを備える
シースを通して導入される。この操縦または偏向モダリティは、泌尿器系の中の種々の点
にアンテナ１０４を設置して、マイクロ波エネルギーを内尿道括約筋に送達するために使
用されてもよい。マイクロ波デバイス１００は、アンテナ１０４が同軸ケーブル１０２に
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対してある角度で配向されるように屈曲領域を備えてもよい。また、マイクロ波デバイス
１００は、泌尿器系の中の種々の点にアンテナ１０４をさらに設置して、マイクロ波エネ
ルギーを内尿道括約筋に送達するように、図９Ｂに示されるようにねじられる、および／
または遠位に前進させられる、および／または近位に引き出されてもよい。代替実施形態
では、アンテナ１０４は、実質的に泌尿器系の管腔または通路の中心に設置され、標的組
織とのアンテナ１０４の直接の物理的接触を伴わずに所望の標的組織を治療するために使
用される。そのような実施形態では、第１の位置におけるアンテナ１０４を用いてマイク
ロ波エネルギーを一度だけ送達し、その後、第２の位置におけるアンテナ１０４を用いて
マイクロ波エネルギーを再送達することによって、所望の臨床効果が得られてもよい。ア
ンテナ１０４は、制御されたマイクロ波エネルギーを送達して、内尿道括約筋の１つ以上
の領域中に制御された加熱を生じるために使用される。一実施形態では、この加熱は、内
尿道括約筋において最小の細胞死があるか、または細胞死が全くないように、低温で実行
される。加熱は、内尿道括約筋の中のコラーゲンを変性させる。この変性は、アンテナ１
０４を再配置することによって複数の部位で実行されてもよく、またはアンテナ１０４を
再配置することなく実行されてもよい。このコラーゲン変性は、高まった腹圧の効果に対
して増加した抵抗を有し、次にＳＵＩ発作を低減または排除する、より引き締まった組織
を作成するために使用されてもよい。本明細書で開示される方法およびデバイスのうちの
いずれかは、治療されている組織の表面を冷却するために、表面冷却モダリティとともに
使用されてもよい。これは、組織の深部領域で所望の治療効果を生じるようにマイクロ波
エネルギーが送達されている間、組織の表面が比較的不変のままとなることを可能にする
。例えば、図９Ａでは、内尿道括約筋等の組織の深部領域にマイクロ波エネルギーを送達
している間、尿路の管腔の表面を保護するために表面冷却モダリティが使用されてもよい
。
【００９３】
　図９Ａにおいて、方法は、外来または診療室環境において、局所麻酔下で実施すること
ができる。そのような方法は、伝統的なケアに失敗した女性、および外科的療法を所望し
ない、または外科的療法に適格ではない女性において、過可動性に起因するＳＵＩを治療
するために特に有用である。
【００９４】
　本明細書で開示されるデバイスは、薄型（６Ｆ未満）可撓性デバイスとして設計されて
もよいため、デバイスは、男性および女性患者の両方においてＳＵＩを治療するために使
用されてもよい。従来技術におけるコラーゲン変性のための剛性でより大きいプロファイ
ルのデバイスは、短い直線の尿道のために女性での使用に制限される。しかしながら、男
性患者でのそのような従来技術のデバイスの使用は、男性の尿道がより長く、あまり直線
ではないので困難である。
【００９５】
　組織の制御された加熱を引き起こすためのマイクロ波エネルギーの送達を伴う、図９Ａ
および９Ｂに示されたものと同様の方法は、また、解剖学的管腔の他の障害を治療するた
めに使用されてもよい。解剖学的管腔のそのような障害の実施例は、胃食道逆流性疾患お
よび便失禁を含むが、それらに限定されない。一実施形態では、本明細書で開示されるデ
バイスまたは方法は、便失禁、ＧＥＲＤ、尿失禁等の症状を治療するための組織収縮を引
き起こすために、深部組織加熱に使用されてもよい。そのような深部加熱は、管腔または
他の体腔内に配置されたデバイスを用いて実行されてもよい。
【００９６】
　図９Ｃは、設置要素と協働するエネルギー送達デバイスによって腹圧性尿失禁（ＳＵＩ
）を治療するための内尿道括約筋の経尿道治療の方法の実施形態を示す。図９Ｃでは、ア
ンテナ１０４は、図９Ａおよび９Ｂのアンテナ１０４と同様である。マイクロ波デバイス
１００のシャフトは、同軸ケーブル１０２等のマイクロ波伝送線と、１つ以上のデバイス
または流体が通過させられてもよい管腔とを備える。図９Ｃでは、マイクロ波デバイス１
００は、アンテナ１０４が内尿道括約筋に近接して設置されるように、経尿道アプローチ
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によって導入される。その後、設置デバイス１３８が、シャフト１０２の管腔を通過させ
られる。その後、設置デバイス１３８の遠位領域に位置する設置要素１４０が、膀胱の中
で配備される。図９Ｃに示された実施形態では、その配備構成である設置要素１４０は、
その配備構成である設置要素１４０が膀胱の中にとどまるように、尿道の幅より大きいが
、膀胱の幅よりも小さい幅を有する。その後、設置デバイス１３８は、設置要素１４０が
内尿道口に対して設置されるように近位方向に引かれる。したがって、設置デバイス１３
８が引かれるときの力の経験を感じることによって、なんらの画像診断法も使用すること
なく、内尿道口の場所を容易に決定することができる。ついで、内尿道口に対して設置さ
れた設置要素１４０は、アンテナ１０４を正確に所望の位置に設置するために使用される
。一実施形態では、アンテナ１０４は、組織と設置要素１４０との間に位置する。この実
施形態では、設置要素１４０は、組織にアンテナ１０４を押し付けるために使用されても
よい。設置要素１４０は、組織の表面を冷却するように冷却モダリティを備えてもよい。
設置要素１４０は、押しつぶされた薄型構成から配備されたより大きいプロファイルの構
成まで制御可能に配備可能である。したがって、設置要素１４０は、非柔軟、半柔軟、ま
たは柔軟であるバルーン、傘状構造、弾性または超弾性あるいは形状記憶構造、１つ以上
の屈曲可能なスプラインを備える構造等であってもよい。アンテナ１０４は、エネルギー
を標的組織中の複数の部位に送達するために、必要であれば再配置されてもよい。手技が
完了した後に、設置要素は、押しつぶされた薄型構成に変換され、マイクロ波デバイス１
００および設置デバイス１３８は、両方とも生体構造から除去される。
【００９７】
　図９Ｄは、より大量の組織にエネルギーを同時に送達するアンテナを伴うエネルギー送
達デバイスによって、腹圧性尿失禁（ＳＵＩ）を治療するための内尿道括約筋の経尿道治
療の方法の実施形態を示す。図９Ｄでは、アンテナ１０４は、放射要素１１２と、１つ以
上の成形要素１１４とを備える。一実施形態では、アンテナ１０４は、内尿道括約筋の大
部分を包むマイクロ波場を生成するために使用される。アンテナ１０４は、第１のエネル
ギー送達後に必要であれば再配置されてもよいが、この実施形態では、アンテナ１０４は
、単一の部位からのエネルギー送達を介して所望の臨床効果を生じるように設計されてい
る。
【００９８】
　図１０Ａは、エネルギー送達デバイスによって良性前立腺肥大（ＢＰＨ）を治療するた
めの方法の実施形態を示す。ＢＰＨは、中年および高齢の男性で見られる前立腺の良性肥
大、すなわち、前立腺のサイズの増加である。肥大した前立腺は、尿道を圧迫し、尿道の
部分閉塞、または時には事実上完全な閉塞を引き起こす。これは次に、尿の正常な流れを
妨害する。したがって、ＢＰＨは、排尿困難の症状、頻尿、尿路感染の増加した危険性、
および尿閉につながる場合がある。ＢＰＨは、前立腺の容量を低減することによって治療
され得る。図１０Ａは、前立腺の容量を低減するために前立腺組織を切除する方法を図示
する。図１０Ａでは、経直腸的超音波プローブ１４２が、生体構造および／またはマイク
ロ波デバイス１００を可視化するために使用される。マイクロ波デバイス１００のアンテ
ナ１０４が、直腸の壁を通して前立腺組織に挿入される。マイクロ波デバイス１００の遠
位端は、切断または貫通刃を備えてもよい。ＢＰＨ治療手技は、生検針等の生検デバイス
をマイクロ波デバイス１００と交換することによって、経直腸的前立腺生検手技と同様で
あってもよい。
【００９９】
　１つの方法の実施形態では、直腸部が洗浄され、麻酔ゲルが塗布される。その後、細い
超音波プローブ１４２が直腸に挿入される。一実施形態では、超音波プローブ１４２は、
５．０から７．５ＭＨｚのトランスデューサを備える。次いで、前立腺を撮像するために
、経直腸的超音波検査法が使用される。超音波検査法は、マイクロ波デバイス１００の貫
通の部位、麻酔注射で麻酔をかけられる必要がある１つ以上の領域、およびアブレーショ
ンの１つ以上の部位のうちの１つ以上を識別するために使用される。その後、経直腸的超
音波検査法は、第１の所望の場所にアンテナ１０４を誘導するために使用される。その後
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、アブレーションエネルギーがアンテナ１０４によって送達される。アンテナ１０４を再
配置し、マイクロ波エネルギーを送達することによって、前立腺の単一の領域または複数
の領域が切除されてもよい。切除される前立腺の領域の数および場所を決定するためのプ
ロトコルは、前立腺針生検のための前立腺の領域の数および場所を決定するためのプロト
コルと同様であってもよい。例えば、５つの領域、８つの系統的コアテンプレート、およ
び１１個の多重部位の生検プロトコルと同様のプロトコルが、前立腺を切除するために使
用されてもよい。
【０１００】
　図１０Ａのアンテナ１０４は、放射要素１１２と、１つ以上の成形要素１１４とを備え
てもよい。代替として、１つ以上の成形要素１１４が、アンテナ１０４によって生成され
るマイクロ波エネルギープロファイルを成形するために、別個のデバイスまたは別個の導
入経路を通して導入されてもよい。１つのそのような実施形態では、アンテナ１０４は、
放射要素１１２を備え、１つ以上の成形要素１１４が尿道管腔に導入されている間に、経
直腸的に前立腺に導入される。別のそのような実施形態では、アンテナ１０４は、放射要
素１１２を備え、１つ以上の成形要素１１４が経直腸的に前立腺に導入される別個のデバ
イス上に位置している間に、経直腸的または経尿道的に前立腺に導入される。マイクロ波
デバイス１００は、超音波プローブ１４２に機械的に連結されてもよく、または超音波プ
ローブ１４２から機械的に独立していてもよい。
【０１０１】
　代替的な方法の実施形態では、前立腺の１つ以上の領域が、尿道を通して、または肛門
と陰嚢（会陰）との間の空間を通してアクセスされてもよい。
【０１０２】
　図１０Ｂは、尿道管腔を通して挿入されたエネルギー送達デバイスによって良性前立腺
肥大（ＢＰＨ）を治療するための方法の実施形態を示す。図１０Ｂは、前立腺の容量を低
減するために前立腺組織を切除する方法を図示する。図１０Ｂでは、経直腸的超音波プロ
ーブが、生体構造および／またはマイクロ波デバイス１００を可視化するために使用され
る。マイクロ波デバイス１００のアンテナ１０４が、尿道の壁を通して前立腺組織に挿入
される。マイクロ波デバイス１００の遠位端は、切断または貫通刃を備えてもよい。マイ
クロ波デバイス１００の１つ以上の領域は、屈曲したまたは曲線状であってもよく、ある
いは、前立腺組織へのアンテナ１０４の挿入を容易にするために制御可能に偏向可能であ
ってもよい。
【０１０３】
　１つの方法の実施形態では、超音波検査法が、マイクロ波デバイス１００の貫通の部位
、麻酔注射で麻酔をかけられる必要がある１つ以上の領域、およびアブレーションの１つ
以上の部位のうちの１つ以上を識別するために使用されてもよい。経直腸的超音波検査法
、膀胱鏡検査法、または蛍光透視法等の画像診断法が、第１の所望の場所にアンテナ１０
４を誘導するために使用されてもよい。その後、アブレーションエネルギーがアンテナ１
０４によって送達される。アンテナ１０４を再配置し、マイクロ波エネルギーを送達する
ことによって、前立腺の単一の領域または複数の領域が切除されてもよい。
【０１０４】
　図１０Ｂのアンテナ１０４は、放射要素１１２と、１つ以上の成形要素１１４とを備え
てもよい。代替として、１つ以上の成形要素１１４が、アンテナ１０４によって生成され
るマイクロ波エネルギープロファイルを成形するために、別個のデバイスまたは別個の導
入経路を通して導入されてもよい。１つのそのような実施形態では、アンテナ１０４は、
放射要素１１２を備え、１つ以上の成形要素１１４が経直腸的に導入されている間に、経
尿道的に前立腺に導入される。別のそのような実施形態では、アンテナ１０４は、放射要
素１１２を備え、１つ以上の成形要素１１４が経尿道的に前立腺に導入される別個のデバ
イス上に位置している間に、経尿道的に前立腺に導入される。
【０１０５】
　図１０Ｃは、尿道管腔を通して挿入されたエネルギー送達デバイスによって良性前立腺
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肥大（ＢＰＨ）を治療するための方法の実施形態を示す。図１０Ｃは、前立腺の容量を低
減するために前立腺組織を切除する方法を図示する。図１０Ｃでは、アンテナ１０４の周
りの尿道を押しつぶすために、尿道の管腔の内側に吸引が印加される。したがって、尿道
管腔壁が、アンテナ１０４に接触するか、またはアンテナ１０４に近接する。その後、所
望の治療成果を達成するために、マイクロ波エネルギーがアンテナ１０４によって送達さ
れる。したがって、方法は非侵襲的である。図１０Ｃでは、アンテナ１０４は、膀胱鏡シ
ースを通して、または単純に膀胱鏡とともに共に導入されて、膀胱鏡的誘導下において導
入されてもよい。図１０Ｃでは、経直腸的超音波プローブが、生体構造および／またはマ
イクロ波デバイス１００を可視化するために使用されてもよい。一実施形態では、マイク
ロ波デバイス１００が、尿道前立腺部の内側の単一の場所に設置され、マイクロ波エネル
ギー送達が、この単一の場所から実行される。代替として、アンテナ１０４は、尿道前立
腺部の内側で１回以上再配置されてもよい。マイクロ波デバイス１００の１つ以上の領域
は、屈曲したまたは曲線状であってもよく、あるいは制御可能に偏向可能であってもよい
。
【０１０６】
　図１１Ａ－１１Ｃは、胃食道逆流性疾患（ＧＥＲＤ）を治療するために使用される、操
縦可能または偏向可能なアンテナを有するマイクロ波デバイスの使用を図示する。図１１
Ａ－１１Ｃでは、マイクロ波デバイス１００の上、またはマイクロ波デバイス１００を取
り囲むシースの上に位置する操縦または偏向機構に係合することによって、同軸ケーブル
１０２の遠位領域の配向に対するアンテナ１０４の配向を変更することができる。この操
縦または偏向機構（例えば、１つ以上の引張ワイヤ）は、消化器系の中の種々の点にアン
テナ１０４を設置して、マイクロ波エネルギーを胃食道接合部の平滑筋に送達するために
使用されてもよい。図１１Ａでは、マイクロ波デバイス１００、例えば、アンテナ１０４
を備えるマイクロ波カテーテルが、経食道的アプローチを介して胃に導入される。本明細
書で開示される任意の好適なアンテナ１０４の設計が、図１１Ａの実施形態に使用されて
もよい。一実施形態では、アンテナ１０４は、成形要素１１４を伴うか、または伴わない
モノポールアンテナである。別の実施形態では、図１１Ａのアンテナ１０４は、図１Ｃの
アンテナ１０４と同様である。マイクロ波デバイス１００は、患者が意識下にある鎮静状
態で、内視鏡的誘導下において胃に導入されてもよい。アンテナ１０４は、図１１Ａに示
されるように、胃食道接合部の平滑筋に近接するように設置される。また、マイクロ波デ
バイス１００は、消化器系の中の種々の点にアンテナ１０４をさらに設置して、マイクロ
波エネルギーを胃食道接合部の平滑筋に送達するように回転させられる、および／または
遠位に前進させられる、および／または近位に引き出されてもよい。アンテナ１０４は、
制御されたマイクロ波エネルギーを伝達して、胃食道接合部における粘膜より下側に熱損
傷を作成するために使用される。これは次に、過渡的で不適切な下部食道括約筋（ＬＥＳ
）の弛緩を阻害することによって逆流を制御すること、食後のＬＥＳ圧力を増加させるこ
と、ＬＥＳ柔軟性を減少させることといった、臨床効果のうちの１つ以上を生じるために
使用されてもよい。マイクロ波エネルギーをＬＥＳ等の深部組織に送達しながら、胃腸管
の粘膜の表面を保護するために、表面冷却モダリティが使用されてもよい。
【０１０７】
　図１１Ｂでは、アンテナ１０４は、胃の大弯における胃食道接合部の平滑筋に近接する
第２の場所まで移動させられる。これは、マイクロ波デバイス１００の上、またはマイク
ロ波デバイス１００を取り囲むシースの上の操縦または偏向機構に係合すること、マイク
ロ波デバイス１００を回転させること、マイクロ波デバイス１００を遠位に前進させるこ
と、およびマイクロ波デバイス１００を近位に引き出すことのうちの１つ以上によって、
行われてもよい。図１１Ｃでは、アンテナ１０４は、胃の小弯における胃食道接合部の平
滑筋に近接する第３の場所まで移動させられる。これは、マイクロ波デバイス１００の上
、またはマイクロ波デバイス１００を取り囲むシースの上の操縦または偏向機構に係合す
ること、マイクロ波デバイス１００を回転させること、マイクロ波デバイス１００を前進
させること、およびマイクロ波デバイス１００を近位に引き出すことのうちの１つ以上に
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よって、行われてもよい。したがって、アンテナ１０４は、胃腸管の中の複数の場所を治
療してＧＥＲＤを治療するために使用されてもよい。
【０１０８】
　図１２Ａは、皮膚の審美的外観を向上させるために表面冷却モダリティとともにアンテ
ナを使用する方法の実施形態を示す。図１２Ａでは、アンテナ１０４は、マイクロ波エネ
ルギーを皮膚に送達して、１つ以上の皮膚層を加熱する。この加熱は、最小の細胞死があ
るか、または細胞死が全くないように、低温で実行され得る。図１２Ａに示された実施形
態では、アンテナ１０４は、皮膚に直接接触しない。本明細書で開示されるアンテナ１０
４の種々の設計が、図１２Ａの方法に使用されてもよい。アンテナ１０４は、特定の用途
に合った好適な断面を有してもよい。例えば、アンテナ１０４は、０．５平方ｃｍから９
平方ｃｍに及ぶ断面積を伴って設計されてもよい。アンテナ１０４は、図１Ｃに示される
ように直線状であってもよく、または図３系列に示されるように屈曲または曲線構成であ
ってもよい。マイクロ波エネルギーの任意の好適な周波数が、この用途および本明細書で
開示される任意の他の用途に使用されてもよい。皮膚の表面を冷却して、表面皮膚層への
損傷の所望の防止のために、表面冷却モダリティ１４４が使用される。好適な表面冷却モ
ダリティ１４４の実施例は、冷却流体、ゲル、または他の適合構造で膨張させられる膨張
性構造、および皮膚表面上で１つ以上の流体を循環させるように設計される構造を含むが
、それらに限定されない。一実施形態では、表面冷却モダリティ１４４は、マイクロ波エ
ネルギーの通過を妨害しない。したがって、表面冷却モダリティ１４４は、循環する無極
性の冷却流体で膨張させられる膨張性バルーンであってもよい。アンテナ１０４は、表皮
を保護しながら皮膚の深層の容量加熱のために使用されてもよい。これは、皮膚を平滑に
すること、皮膚を引き締めること、および皮膚の輪郭を形成することのうちの１つ以上の
効果を非侵襲的に生じさせるために使用されてもよい。この方法はまた、セルライトの外
観を低減するために使用されてもよい。この方法はまた、大腿および臀部について皮膚の
えくぼ形成を低減するために使用されてもよい。一実施形態では、マイクロ波エネルギー
は、真皮および皮下組織を加熱して、コラーゲン原線維の収縮を引き起こすために使用さ
れる。この後には、所望の審美的効果を達成するように、２次コラーゲン合成および再形
成が続いてもよい。圧迫帯が、治療後に患者によって装着されてもよい。治療は、１回の
治療セッションまたは複数の治療セッションで実行されてもよい。各治療セッションでは
、複数の千鳥状の（ｓｔａｇｇａｒｅｄ）通路、複数の非千鳥状の（ｎｏｎ－ｓｔａｇｇ
ａｒｅｄ）通路、または単一の通路でマイクロ波エネルギーを送達することによって、皮
膚の表面が治療されてもよい。
【０１０９】
　本明細書で開示される種々のアンテナの実施形態は、種々の電気生理学的症状（例えば
、心房細動、心室頻拍、徐脈、粗動、および他の不整脈）を治療するため、ならびに、非
電気生理学的症状を治療するために、心房または心室の壁、弁、および弁を包囲する領域
を含むが、それらに限定されない心臓構造を治療するための、アブレーションカテーテル
を構築するために使用されてもよい。アンテナ１０４は、左心房の中で一連のアブレーシ
ョンを作成して、心房細動を治療するために使用されてもよい。アンテナ１０４は、左心
房の中で長い貫壁性損傷を作成するために使用されてもよい。左心房の中の損傷は、Ｍａ
ｚｅ手技を模倣するために使用されてもよい。アンテナ１０４は、肺静脈の周囲の種々の
場所に設置され、肺静脈の電気生理学的隔離のために肺静脈の周囲の種々の場所を切除す
るために使用されてもよい。
【０１１０】
　平面アンテナ１０４のいくつかの実施形態も、本発明の範囲に含まれる。そのような平
面アンテナ１０４は、平面または非平面組織領域を切除または別様に治療するために使用
されてもよい。そのような平面アンテナ１０４は、略平面の配設で、単一または複数のス
プライン、曲線、またはループを備えてもよい。平面アンテナ１０４は、肝臓、胃、食道
等の器官の表面等の表面を切除するために使用されてもよい。例えば、図１４Ａは、子宮
内膜アブレーションのために設計されたマイクロ波アブレーションデバイスの平面アンテ
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ナの図を示す。図１４Ａでは、マイクロ波アブレーションデバイス１００は、伝送線の遠
位端にあるアンテナ１０４において終端する伝送線（同軸ケーブル１０２等）を備える。
一実施形態では、単一のマイクロ波信号が、同軸ケーブル１０２を通してアンテナ１０４
に供給される。アンテナ１０４は、マイクロ波場を生成する。アンテナ１０４によって生
成されるマイクロ波場の近接場は、子宮内膜アブレーションに使用される。図１４Ａでは
、アンテナ１０４は、外側ループ１１２の形態の放射要素と、金属の中心ループ１１４の
形態の成形要素とを備える。外側ループ１１２および中心ループ１１４は、生体構造の中
で配備されると、相互に接触してもよい。一実施形態では、外側ループ１１２は、同軸ケ
ーブル１０２の内側導体の継続である。中心ループ１１４は、外側ループ１１２によって
放射されるマイクロ波場を成形または再分配する。外側ループ１１２と中心ループ１１４
との間には、なんらの直接の電気伝導もないことに留意されたい。マイクロ波エネルギー
が同軸ケーブル１０２を通してアンテナ１０４に送達されると、第１のマイクロ波場が外
側ループ１１２によって放射される。第１のマイクロ波場は、中心ループ１１４と相互作
用する。この相互作用は、中心ループ１１４上で漏洩電流を誘発する。漏洩電流は次に、
第２のマイクロ波場を作成する。第１のマイクロ波場および第２のマイクロ波場はともに
、外側ループ１１２のみを備えるアンテナ１０４によって生成される成形されていないマ
イクロ波場よりも臨床的に有用である、アンテナ１０４の独特の成形されたマイクロ波場
を産生するように結合する。したがって、元のマイクロ波場は、中心ループ１１４の設計
によって再分配される。中心ループ１１４単独では、アンテナとして機能することができ
ず、むしろ、中心ループ１１４は、臨床的により有用である成形されたマイクロ波場を産
生するように、外側ループ１１２によって放出される電磁場またはマイクロ波場を成形ま
たは再分配する。さらに、外側ループ１１２と中心ループ１１４との組み合わせは、アン
テナ１０４の電力集中を向上させる。
【０１１１】
　一実施形態では、外側ループ１１２は鋭い角を有しない。外側ループ１１２の鋭い角は
、波動場を鋭い角に近接して集中させ得る。一実施形態では、外側ループ１１２の角の最
小曲率半径は、少なくとも０．５ｍｍである。図１４Ａの実施形態では、外側ループ１１
２の角領域１５４および１５６の曲率半径は、約１ｍｍ＋／－０．３ｍｍである。
【０１１２】
　一実施形態では、アンテナ１０４は、切除される人体器官の形状に実質的に近似する形
状を有する。例えば、図１４Ａのアンテナは、子宮腔の形状に近接し、子宮内膜アブレー
ションに特に適しているほぼ三角形の形状を有する。アンテナ１０４の近位部分は、頸部
に向かって方向付けられ、外側ループ１１２の角領域１５４および１５６は、卵管に向か
って方向付けられる。しかしながら、以前に記述されているように、マイクロ波熱アブレ
ーションは、必ずしも標的組織の全体との完璧な接触を必要とするわけではない。したが
って、アンテナ１０４は、子宮内膜の全体または実質的に全体を切除することができる。
子宮内膜全体は、単一のマイクロ波アンテナを有するアンテナ１０４による単一のアブレ
ーションで切除することができる。したがって、アブレーション後のアンテナ１０４の再
配置は必要とされない。これは、手技に必要とされる医師の技能の量を多大に低減する。
さらに、複数のアンテナ１０４は、アブレーションデバイス１００では必要とされない。
単一の場所に設置される単一のアンテナ１０４が、子宮内膜の治療的に十分な量を切除す
ることができる。これは、アブレーションデバイス１００の設計を単純化する。
【０１１３】
　さらに、作業構成のアンテナ１０４は、略平坦かつ可撓性である。外側ループ１１２の
平面は、中心ループ１１４の平面と実質的に平行である。したがって、子宮壁は、アンテ
ナ１０４からわずかな力しか経験しない。これは次に、子宮壁の膨満を低減または排除し
、それにより、患者の不快感を低減する。これは次に、さらなる麻酔の必要性を低減する
。可撓性アンテナ１０４は、小管腔を通して押しつぶされた構成で容易に導入されてもよ
く、それにより、頸部拡張を排除または最小化する。これは、患者の不快感を劇的に低減
し、その結果として、麻酔の必要性を有意に低減する。これは、局所麻酔下で医師の診療
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室において手技を実施することができるので、多大な臨床的利点を有する。
【０１１４】
　さらに、その配備構成における図１４Ａの平坦かつ可撓性のアンテナ１０４は、アンテ
ナ１０４の遠位領域がアンテナ１０４の近位部分よりも幅広い、非外傷性遠位端を有する
。これは、子宮の穿孔の危険性を低減する。アンテナの可撓性は、通路を歪曲する代わり
に、導入中にアンテナ１０４が通路の自然な形状を成すことを可能にする。例えば、アン
テナ１０４が子宮に経頸管的に挿入されると、アンテナ１０４は、膣、頸管、および子宮
腔のうちの１つ以上を歪曲する代わりに、膣、頸管、および子宮腔を含む導入通路の形状
を取得してもよい。
【０１１５】
　図１４Ａに示されるようなアンテナ１０４の配備構成の一実施形態では、同軸ケーブル
１０２の遠位端から外側ループ１１２の遠位端まで外側ループ１１２に沿って測定される
、外側ループ１１２の長さは、９１５ＭＨｚ　ＩＳＭ帯域における有効波長の約４分の３
である。有効波長は、アンテナを包囲する媒体、および外側ループ１１２上のアンテナ誘
電体の設計に依存している。アンテナ誘電体の設計は、誘電体の種類および誘電体層の厚
さ等の特徴を含む。外側ループ１１２の正確な長さは、良好なインピーダンス整合を得る
ために、外側ループ１１２の長さを同調した後に決定される。一実施形態での外側ループ
１１２の長さは、１００＋／－１５ｍｍである。一実施形態では、配備された外側ループ
１１２の幅は、４０＋／－１５ｍｍであり、同軸ケーブル１０２の軸に沿って測定される
配備された外側ループ１１２の縦長さは、３５＋／－１０ｍｍである。図１４Ａに示され
た実施形態では、外側ループ１１２の遠位端１５８は、細長い誘電体部品１６０によって
同軸ケーブル１０２の遠位端に機械的に接続される。
【０１１６】
　一実施形態では、外側ループ１１２の近位部分は、より剛性であり、遠位部分よりも大
きい機械的強度を有するように設計されている。図１４Ａに示された実施形態では、これ
は、外側ループ１１２の近位部分上に同軸ケーブル１０２の元の誘電材料１１０を残すこ
とによって達成されてもよい。代替実施形態では、これは、アンテナ誘電体の層によって
外側ループ１１２の近位部分を被覆することによって達成される。
【０１１７】
　図１４Ａに示された実施形態では、外側ループ１１２の断面形状は、外側ループ１１２
の長さ全体に沿って均一ではない。この実施形態では、外側ループ１１２の近位部分は、
同軸ケーブル１０２の内側導体の継続である。この部分は、実質的に円形の断面を有する
。外側ループ１１２の中間部分は、実質的に平坦または長円形あるいは長方形の断面を有
する。中間部分は、配備構成で同軸ケーブル１０２の遠位領域と略垂直に配向されてもよ
い。外側ループ１１２の中間部分は、生体構造の中での配備後に、平面内で屈曲するよう
に機械的に設計されている。これは次に、アブレーションデバイス１００の最遠位領域が
、非外傷性であり、かつ標的組織の生体構造に一致するように十分可撓性であることを確
実にする。これは、子宮の中での外側ループ１１２の適正な配備に役立つ。一実施形態で
は、外側ループ１１２の中間部分は、同軸ケーブル１０２の内側導体の継続であり、平坦
である。一実施形態では、外側ループ１１２の最遠位部分は、同軸ケーブル１０２の内側
導体の継続であり、円形断面を有するように非平坦である。
【０１１８】
　外側ループ１１２の１つ以上の外面は、アンテナ誘電体１１６の１つ以上の層で覆われ
てもよい。中心ループ１１４の１つ以上の外面は、アンテナ誘電体１１６の１つ以上の層
で覆われてもよい。外側ループ１１２の長さに沿ったアンテナ誘電材料の厚さおよび種類
は、マイクロ波場の形状を最適化するように設計される。図１４Ａに示された一実施形態
では、外側ループ１１２のあらゆる部分は、外側ループ１１２のいずれの金属表面も組織
に曝露されないように、何らかのアンテナ誘電材料で覆われる。したがって、図１４Ａの
実施形態では、外側ループ１１２は、組織の中へマイクロ波場を伝送することができるが
、組織に電気を伝導することはできない。したがって、たとえ外側ループ１１２および中
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心ループ１１４が生体構造の中に配備されたときに、相互に物理的に接触し得ても、図１
４Ａの実施形態においては、外側ループ１１２と中心ループ１１４との間には、なんらの
電気伝導および伝導性経路もない。本明細書で開示される１つ以上の実施形態において、
アンテナ誘電体として使用することができる誘電材料の実施例は、ＥＰＴＦＥ、ＰＴＦＥ
、ＦＥＰ、および他のフッ素重合体、シリコーン、空気、ＰＥＥＫ、ポリイミド、シアノ
アクリレート、エポキシ、天然または人造ゴム、およびそれらの組み合わせを含むが、そ
れらに限定されない。図１４Ａの実施形態では、外側ループ１１２の近位部分上のアンテ
ナ誘電体１１６は、同軸ケーブル１０２の誘電体１１０の継続である。このアンテナ誘電
体１１６の層の上に、より堅いアンテナ誘電体１１６の付加的な層があってもよい。図１
４Ａの実施形態では、外側ループ１１２の中間部分上の誘電体は、含浸空気を伴うか、ま
たは伴わないシリコーン層、あるいは空気の層を取り囲むシリコーン管である。図１４Ａ
の実施形態では、外側ループ１１２の最遠位部分上の誘電体は、含浸空気を伴うか、また
は伴わないシリコーン層、あるいは空気またはＥＰＴＦＥの層を取り囲むシリコーン管で
ある。外側ループ１１２の任意の部分上のアンテナ誘導体の厚さは、外側ループ１１２の
長さに沿って変化してもよい。さらに、外側ループ１１２の任意の部分上のアンテナ誘導
体の断面は、対称でなくてもよい。アンテナ誘電体の種々の構成は、所望のアブレーショ
ンプロファイルを達成し、ならびに所望のインピーダンス整合または電力効率を達成する
ように設計されている。代替実施形態では、外側ループ１１２全体が、シリコーン誘電体
で覆われる。１つのそのような実施形態では、外側ループ１１２の最遠位部分を被覆する
ために使用されるシリコーンの層は、外側ループ１１２の中間部分を被覆するために使用
されるシリコーンの層より薄くてもよい。より薄いシリコーン誘電体は、通常は図１４Ａ
の外側ループ等の放射要素の最遠位部分に存在する、より低い波動場強度を補う。したが
って、マイクロ波場は、外側ループ１１２の長さに沿ってより均一にされる。１つのデバ
イス実施形態では、外側ループ１１２は、金属材料でできており、外側ループ１１２の遠
位領域の金属材料の円周は、外側ループ１１２の中間部分の金属材料の円周よりも大きい
。これは、シリコーン誘電体を、外側ループ１１２の中間部分よりも遠位部分で伸張させ
る。これは次に、外側ループ１１２の中間部分よりも外側ループ１１２の遠位部分におい
て、より薄い誘電体の層を生成する。別の実施形態では、外側ループ１１２全体が、均一
な断面の１本の金属ワイヤでできている。この実施形態では、様々な厚さのシリコーン誘
電体の管状断片が、外側ループ１１２を覆うために使用される。管状シリコーン誘電体は
、シリコーン誘電体の層が、外側ループ１１２の遠位部分の周囲でより薄く、中間部分の
周囲でより厚くなるように、外側ループ１１２を覆うために使用される。
【０１１９】
　図１４Ａにおいては、外側ループ１１２の形状は、中心ループ１１４の形状とは異なる
。さらに、図１４Ａでは、外側ループ１１２および中心ループ１１４は、実質的に平面的
であり、外側ループ１１２の平面は、中心ループ１１４の平面と実質的に平行である。さ
らに、図１４Ａでは、外側ループ１１２および中心ループ１１４の両方が非直線状である
。
【０１２０】
　図１４Ｂは、同軸ケーブル１０２の遠位端を通る図１４Ａのアブレーションデバイス１
００の断面を示す。図１４Ｂでは、同軸ケーブル１０２の同一性は、外側導体１０６の遠
位端で終端する。外側ジャケット１１８は、外側導体１０６の遠位端の近位で短い距離を
置いて終端する。内側導体１０８、クラッディング１２０、および誘電材料１１０は、外
側導体１０６の遠位端からアンテナ１０４の中へ遠位に延在する。中心ループ１１４の２
つの近位端は、外側導体１０６上の２つの領域に電気的に接続される。一実施形態では、
中心ループ１１４の２つの近位端は、外側導体１０６の遠位端上の直径に沿った正反対の
領域に電気的に接続される。一実施形態では、中心ループ１１４の２つの近位端は、外側
導体１０６の遠位端にはんだ付けされる。別の実施形態では、中心ループ１１４の２つの
近位端は、外側導体１０６の遠位端にレーザ溶接される。中心ループ１１４の２つの近位
端は、重ね継ぎおよび突き合わせ継ぎを含むがそれらに限定されない、種々の構成で、外
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側導体１０６の遠位端に接続されてもよい。代替実施形態では、中心ループ１１４の２つ
の近位端のうちの少なくとも１つは、外側導体１０６の遠位端に接続されない。例えば、
中心ループ１１４の２つの近位端のうちの少なくとも１つは、外側導体１０６の遠位端の
近位にある、外側導体１０６の領域に電気的に接続されてもよい。
【０１２１】
　方法の実施形態では、アブレーションデバイス１００が子宮内膜アブレーションに使用
されるときに、図１４Ａのアンテナ１０４は、子宮の中心でより集中し、副角領域に向か
って、および頸部に向かってあまり集中しない実質的に均一のマイクロ波場を生成する。
したがって、アンテナ１０４によって生成されるアブレーションの深さは、子宮の中心で
より深く、副角領域に向かって、および頸部に向かってあまり深くない。そのようなプロ
ファイルが、向上した安全性および効率のために臨床的に所望される。一実施形態では、
アブレーションプロファイルは、子宮内膜の基底層の大部分を切除するように成形される
。一実施形態では、中心ループ１１４は、円形または平坦ワイヤでできている。中心ルー
プ１１４を作製するために使用することができる平坦ワイヤの実施例は、約０．０２５”
×約０．００７”の断面プロファイルを有するＡｇまたはＡｕめっきしたＮｉｔｉｎｏｌ
またはステンレス鋼でできている平坦ワイヤである。そのようなループ状成形要素は、マ
イクロ波場に対する遮蔽体の役割を果たさない。この非遮蔽作用は、図１４ＤのＳＡＲパ
ターンで見ることができる。図１４Ｄでは、中心ループ１１４を越えたマイクロ波場強度
の急落がない。図１４Ａの実施形態では、中心ループ１１４は、形状がほぼ長円形である
。中心ループ１１４の２つの近位端は、同軸ケーブル１０２の外側導体の２つの円周方向
に反対の領域に電気的に取り付けられる。図１４Ａの実施形態では、中心ループ１１４の
幅は、１３＋／－５ｍｍであり、中心ループ１１４の長さは、３３＋／－８ｍｍである。
アブレーションデバイス１００が子宮内膜アブレーションに使用されるときに、外側ルー
プ１１２および中心ループ１１４は両方とも、子宮内膜組織表面に接触する。
【０１２２】
　中心ループ１１４は、外側ループ１１２から機械的に独立していてもよく、または外側
ループ１１２に機械的に取り付けられてもよい。図１４Ａに示された実施形態では、中心
ループ１１４は、外側ループ１１２から機械的に独立しており、または外側ループ１１２
の片側に位置する。代替実施形態では、中心ループ１１４の一部分は、外側ループ１１２
の内部を通過する。代替実施形態では、中心ループ１１４の一部分は、外側ループ１１２
に機械的に接続される。これは、例えば、中心ループ１１４の一部分を外側ループ１１２
に接続するために接着剤を使用することによって行われてもよい。代替実施形態では、中
心ループ１１４の１つ以上の部分は、１つ以上の可撓性の取付部によって外側ループ１１
２の１つ以上の部分に機械的に取り付けられる。
【０１２３】
　中心ループ１１４の複数部は、アンテナ誘電材料１１６の１つ以上の層によって覆われ
ても覆われなくてもよい。図１４Ａの実施形態では、中心ループ１１４の１つ以上または
全ての金属表面が、デバイス環境に曝露される。
【０１２４】
　外側ループ１１２および中心ループ１１４の複数部分は、銅、Ｎｉｔｉｎｏｌ、アルミ
ニウム、銀、または任意の他の伝導性金属あるいは合金等の１本以上の金属からできてい
てもよい。外側ループ１１２および中心ループ１１４の１つ以上の部分はまた、金属化繊
維またはプラスチックでできていてもよい。
【０１２５】
　図１４Ｄおよび１４Ｅは、図１４Ａのアンテナと同様の中心ループを有するアンテナに
よって生成される、ＳＡＲプロファイルの前面図および側面図をそれぞれ示す。図１４Ｄ
の実施形態では、外側ループ１１２の遠位端は、外側ループ１１２の遠位端の近位にある
外側ループ１１２の領域に機械的かつ非伝導的に取り付けられる。したがって、外側ルー
プ１１２は、実質的に直線状の近位領域と、ループ状の遠位領域とを有する。一実施形態
では、ループ状の遠位領域は、図１４Ｄに示されるように、形状が実質的に三角形であっ
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てもよい。外側ループ１１２の近位領域上のアンテナ誘電体１１６の外径は、外側ループ
１１２のループ状の遠位領域上のアンテナ誘電体１１６の外径よりも大きいか、または実
質的に同じであってもよい。外側ループ１１２のループ状の遠位領域上のアンテナ誘電体
１１６は、様々な厚さのシリコーンの層であってもよい。外側ループ１１２は、Ｎｉｔｉ
ｎｏｌ等の銀または金クラッド金属でできていてもよい。中心ループ１１４は、Ｎｉｔｉ
ｎｏｌ等の銀または金クラッド金属でできていてもよい。図１４Ｄおよび１４Ｅに示され
た実施形態では、中心ループ１１４は、いずれのアンテナ誘電体１１６によっても覆われ
ない。したがって、中心ループ１１４の金属表面は、周囲に曝露されていてもよい。外側
ループ１１２および中心ループ１１４は、図１４Ｅに示されるように生体構造の中に配備
されると、相互に物理的に接触してもよい。図１４Ｄでは、マイクロ波場は、アンテナ１
０４の中心におけるアブレーションが、アンテナ１０４の角におけるアブレーションより
も深くなるように成形される。これは、子宮内膜アブレーションのために臨床的に望まし
い。また、図１４Ｄおよび１４Ｅは、マイクロ波場がアンテナ１０４全体を容量的に包む
ことを意味する。また、図１４Ｄおよび１４Ｅは、マイクロ波場が実質的に左右対称であ
ることを示す。図１４Ｇは、中心ループ１１４がない図１４Ｄのアンテナ１０４によって
生成される、ＳＡＲプロファイルの前面図を示す。図１４Ｄの成形要素１１４のマイクロ
波効果は、図１４Ｄを図１４Ｇと比較することによって分かる。図１４Ｇは、成形要素１
１４によって成形されていない第１の非成形波動場を示す。アンテナ１０４が図１４Ｄに
示されるような成形要素１１４を備えるときに、アンテナは、図１４Ｄに示されるような
成形されたマイクロ波場を生成する。図１４Ｄおよび１４Ｅでは、成形されたマイクロ波
場は、図１４Ｇよりも子宮内膜の広域にわたって均一に分布することに留意されたい。図
１４Ｇでは、成形されていないマイクロ波場は、同軸ケーブル１０２の遠位端においてよ
り集中している。図１４Ｄおよび１４Ｅのようなより均一に分布した成形されたマイクロ
波場は、子宮内膜アブレーションのために臨床的に望ましい。さらに、図１４Ｄのアンテ
ナ１０４が子宮内膜アブレーションに使用されるときに、マイクロ波場は、図１４Ｇのア
ンテナ１０４によって生成されるマイクロ波場よりも子宮内膜の広域にわたって分布する
。これは、図１４Ｄおよび１４Ｅの同軸ケーブル１０２の遠位端より遠位にあるＳＡＲプ
ロファイルを、図１４Ｇの同軸ケーブル１０２の遠位端より遠位にあるＳＡＲプロファイ
ルと比較することによって分かる。さらに、図１４Ｇでは、成形されていないマイクロ波
場の一部分は、同軸ケーブル１０２の遠位端の近位で有意な距離まで延在する。図１４Ｄ
および１４Ｅでは、マイクロ波場のわずかな部分は、同軸ケーブル１０２の遠位端まで近
位に延在する。したがって、図１４Ｄおよび１４Ｅのマイクロ波場プロファイルは、健康
な組織の巻き添え損傷を制限するため、図１４Ｇのマイクロ波場プロファイルと比べて有
利である。したがって、中心ループ１１４の存在は、マイクロ波場がより分布するように
マイクロ波場を成形する。中心ループ１１４がない場合、マイクロ波場は、同軸ケーブル
の外側導体等の伝送線１０２の要素と相互作用する。これは、マイクロ波場の望ましくな
いプロファイル、すなわち、図１４Ｇに示されるような伝送線１０２の遠位端の周囲の集
中した波動場をもたらす。この相互作用はまた、健康な組織の巻き添え損傷につながる場
合がある、同軸ケーブル１０２の後方加熱も引き起こし得る。さらに、外側ループ１１２
と中心ループ１１４との組み合わせは、より頑丈なアンテナ１０４を作成し、アンテナ１
０４の性能は、臨床使用中に歪曲による影響をあまり受けない。また、図１４Ｄおよび１
４Ｅは、マイクロ波場がアンテナ１０４全体を容量的に包囲することを示す。
【０１２６】
　さらに、図１４ＤのＳＡＲプロファイルは、単一のアブレーションの中において子宮内
膜全体を切除できることを実証する。したがって、医師は、第１の子宮内膜アブレーショ
ン後にアンテナ１０４を再配置する必要がない。このデバイスおよび手技の新規の側面は
、手技に必要とされる時間量を大いに低減し、また、手技の危険性および医師の技能要件
も低減させる。本明細書で開示される実施形態では、所望の治療効果を達成するために、
直接マイクロ波誘電加熱および組織を通した熱伝導の組み合わせが使用される。熱伝導は
、マイクロ波場の軽微な変動を均等にし、平滑で均一なアブレーションの作成を可能にす
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る。さらに、図１４Ｄおよび１４ＥのＳＡＲプロファイルは、アンテナ１０４が、外側ル
ープ１１２および中心ループ１１４の表面の間で切除するだけでなく、アンテナ１０４を
包囲する容量全体を切除することが可能であることを実証する。さらに、図１４Ｄおよび
１４ＥのＳＡＲプロファイルは、アンテナ１０４が、組織領域内の未切除組織の「間隙」
を残すことなく、組織領域を切除することが可能であることを実証する。さらに、図１４
Ｄおよび１４ＥのＳＡＲプロファイルは、アンテナ１０４によって生成されるマイクロ波
場全体がアブレーションに使用されることを実証する。マイクロ波場全体は、外側ループ
１１２の周囲のマイクロ波場、中心ループ１１４の周囲のマイクロ波場、外側ループ１１
２と中心ループ１１４との間のマイクロ波場、および中心ループ１１４内のマイクロ波場
を含む。さらに、図１４Ｄおよび１４ＥのＳＡＲプロファイルは、マイクロ波場が外側ル
ープ１１２の全周囲に位置し、中心ループ１１４によって遮蔽または反射されないことを
実証する。したがって、中心ループ１１４は、図１４Ｄおよび１４Ｅに示された実施形態
では、遮蔽体または反射体の役割を果たさない。
【０１２７】
　アンテナ１０４の種々の実施形態は、ＳＡＲおよび／またはアブレーションプロファイ
ルの種々の形状を生成するように設計されてもよい。例えば、アンテナ１０４は、実質的
に正方形、三角形、多角形、長方形、円形、または部分円形（例えば、半円形、四半円形
等）、紡錘形、または長円形のＳＡＲまたはアブレーションパターンを生成するように設
計されてもよい。
【０１２８】
　図１４Ｆは、図１４Ｄのアンテナ１０４を有するアブレーションデバイスのシミュレー
トされた反射減衰量を示す。シミュレートされた反射減衰量は、９１５ＭＨｚにおいて良
好な整合（約－１１ｄＢ）を示す。図１４Ｈは、図１４Ｇのアンテナを有するアブレーシ
ョンデバイスのシミュレートされた反射減衰量を示す。シミュレートされた反射減衰量は
、９１５ＭＨｚにおいて約－７．５ｄＢの反射減衰量を示す。したがって、中心ループ１
１４の存在はまた、整合を向上させ、電力効率を増加させる。中心ループ１１４の存在下
で、マイクロ波電力は、より効率的に組織に送達され、アブレーションデバイス１００内
で生成される熱として無駄にされない。
【０１２９】
　成形要素１１４はまた、アンテナ１０４が許容性能を達成する周波数範囲（帯域幅）を
増加させる。図１４Ｆおよび１４Ｈのグラフを比較した場合、－１０ｄＢのカットオフに
おいて、成形要素１１４を含有する実施形態での許容周波数範囲は、０．５２ＧＨｚより
大きい（約０．８８ＧＨｚから約１．４０ＧＨｚ以上に及ぶ）。成形要素１１４がない図
１４Ｇの同等の実施形態での許容周波数範囲は、わずか約０．１８ＧＨｚである（約０．
９７ＧＨｚから約１．１５ＧＨｚに及ぶ）。したがって、第１の場合においては、アンテ
ナ１０４が許容性能を達成するより大きい周波数範囲（帯域幅）が利用可能である。これ
は、次に、典型的な臨床使用中の、または軽微な製造変動によるアンテナ１０４の軽微な
歪曲が、アンテナ１０４の性能に有意に影響を及ぼさないアンテナ１０４の設計を可能に
する。
【０１３０】
　図１４ＤＸおよび１４ＥＸは、図１４Ｄのアンテナと同様の中心ループを有するアンテ
ナによって生成される、ＳＡＲプロファイルの前面図および側面図をそれぞれ示す。図１
４ＤＸの実施形態の一般構造は、図１４Ｄの実施形態の一般構造と同様である。しかしな
がら、図１４ＤＸでは、外側ループ１１２のループ状遠位領域の２つの遠位縁の曲率半径
は、図１４Ｄの対応する曲率半径より大きい。さらに、外側ループ１１２の実質的に直線
状の近位領域の長さは、図１４Ｄの対応する長さよりも小さい。また、図１４ＤＸのアン
テナ１０４上のアンテナ誘電体１１６の設計は、図１４Ｄのアンテナ１０４上のアンテナ
誘電体１１６の設計とは異なる。一実施形態では、外側ループ１１２の近位領域上のアン
テナ誘電体１１６は、ＥＰＴＦＥの層上のＰＥＥＫ層でできている。ＰＥＥＫ層は、外側
ループ１１２の近位領域の機械的強度を増加させる。この実施形態では、外側ループ１１
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２のループ状遠位領域のアンテナ誘電体１１６は、様々な厚さのシリコーンである。外側
ループ１１２のループ状遠位領域の最近位部分上のシリコーンアンテナ誘電体１１６の厚
さは、外側ループ１１２のループ状遠位領域の最遠位部分上のシリコーンアンテナ誘電体
１１６の厚さより大きくてもよい。外側ループ１１２は、Ｎｉｔｉｎｏｌ等の銀または金
クラッド金属でできていてもよい。中心ループ１１４は、Ｎｉｔｉｎｏｌ等の銀または金
クラッド金属でできていてもよい。図１４Ｄおよび１４Ｅに示された実施形態では、中心
ループ１１４は、いずれのアンテナ誘電体１１６によっても覆われない。したがって、中
心ループ１１４の金属表面は、周囲に曝露されてもよい。外側ループ１１２および中心ル
ープ１１４は、図１４Ｅに示されるように生体構造の中で配備されると、相互に物理的に
接触してもよい。図１４ＤＸおよび１４ＥＸのアンテナ１０４のＳＡＲプロファイルの形
状の臨床的利点は、図１４Ｄおよび１４Ｅのアンテナ１０４のＳＡＲプロファイルの形状
の臨床的利点と同様である。
【０１３１】
　図１４Ｉおよび１４Ｊは、アブレーションデバイス１００のマイクロ波アンテナ１０４
の形状の２つの代替実施形態を示す。図１４Ｉおよび１４Ｊでは、中心ループ１１４は示
されていない。図１４Ｉでは、マイクロ波アンテナ１０４は、ほぼダイヤモンド形である
。同軸ケーブル１０２の軸に沿って測定されるマイクロ波アンテナ１０４の最遠位領域は
、平滑な角を備える。この実施形態でのマイクロ波アンテナ１０４は、図１４Ｉに示され
るような形状を形成するように事前成形される。そのようなマイクロ波アンテナ１０４は
、デバイスの管腔を通した、押しつぶされた薄型構成のマイクロ波アンテナ１０４の挿入
を可能にするように押しつぶすことができる。図１４Ｉでは、マイクロ波アンテナ１０４
は、アンテナ１０４が子宮腔の中に配備されると、同軸ケーブル１０２の軸に沿って測定
されるマイクロ波アンテナ１０４の最遠位領域が、鎖線によって示されるような構成を達
成するために、子宮底によって押されるようにサイズ決定および成形される。したがって
、マイクロ波アンテナ１０４は、子宮内膜アブレーションに適しているほぼ三角形の形状
に変換される。図１４Ｊでは、同軸ケーブル１０２の軸に沿って測定されるマイクロ波ア
ンテナ１０４の最遠位領域は、平滑な弧または曲線を備える。この実施形態でのマイクロ
波アンテナ１０４は、図１４Ｊに示されるような形状を形成するように事前成形される。
そのようなマイクロ波アンテナ１０４は、デバイスの管腔を通した、押しつぶされた薄型
構成のマイクロ波アンテナ１０４の挿入を可能にするように押しつぶすことができる。図
１４Ｊでは、マイクロ波アンテナ１０４は、子宮腔の中に配備されると、同軸ケーブル１
０２の軸に沿って測定されるマイクロ波アンテナ１０４の最遠位領域が、鎖線によって示
されるような構成を達成するために子宮底によって押され、平らにされるようにサイズ決
定および成形される。したがって、マイクロ波アンテナは、子宮内膜アブレーションに適
しているほぼ三角形の形状に変換される。代替実施形態では、マイクロ波アンテナ１０４
は、弾性、超弾性、または形状記憶能力を有する。この実施形態では、マイクロ波アンテ
ナ１０４は、デバイスの管腔を通した子宮腔の中での配備後に、その形状を取り戻す。図
１４Ｋは、平面１４Ｋ－１４Ｋを通るマイクロ波アンテナ１０４の実質的に円形の断面を
示す。図１４Ｌは、平面１４Ｌ－１４Ｌを通るマイクロ波アンテナ１０４の２つの代替断
面を示す。図１４Ｌでは、一方の断面が長方形である一方で、他方の断面は長円形である
。
【０１３２】
　図１４Ｍ－１４Ｏは、ほぼ三角形のマイクロ波アンテナ１０４を備える、アブレーショ
ンデバイス１００の種々の実施形態を示す。図１４Ｍでは、アブレーションデバイス１０
０は、同軸ケーブル１０２と、外側ループ１１２と、中心ループ１１４とを備える。アブ
レーションデバイス１００はさらに、図１４Ｒの細長い金属導体１６８と同様の細長い金
属導体を備える。細長い金属導体１６８の近位端は、同軸ケーブル１０２の外側導体１０
６の遠位端に電気的に接続される。細長い金属導体１６８の遠位端は、外側ループ１１２
の遠位端１５８に非伝導的に取り付けられる。金属導体１６８は、外側ループ１１２に機
械的安定性を与え、ならびにマイクロ波場を成形する。図１４Ｎでは、アブレーションデ
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バイス１００は、同軸ケーブル１０２と、外側ループ１１２と、中心ループ１１４とを備
える。この実施形態では、同軸ケーブル１０２の遠位端に隣接する外側ループ１１２の領
域は、同軸ケーブル１０２の遠位端に隣接する外側ループ１１２の別の領域に電気的に短
絡される。図１４Ｏでは、アブレーションデバイス１００は、同軸ケーブル１０２と、外
側ループ１１２と、中心ループ１１４とを備える。この実施形態では、外側ループ１１２
の領域は、外側ループ１１２の他の領域から電気的に隔離される。したがって、外側ルー
プ１１２の２つの領域は、伝導的に接続される。
【０１３３】
　図１４Ｐ－１４Ｒは、中心ループ１１４の種々の代替実施形態を示す。図１４Ｐ－１４
Ｒの中心ループ１１４は、ＡｇまたはＡｕめっきしたＮｉｔｉｎｏｌまたはステンレス鋼
でできている。中心ループ１１４は、事前成形されてもされなくてもよい。中心ループ１
１４の断面は、円形または長方形あるいは長円形であってもよい。中心ループ１１４は、
多重より線であってもよい。図１４Ｐでは、中心ループ１１４は、形状がほぼ長円形であ
り、１３＋／－５ｍｍの幅および約３５＋／－８ｍｍの長さを有する。図１４Ｑでは、中
心ループ１１４は、形状がほぼ長円形であり、１３＋／－５ｍｍの幅および約２７．５＋
／－８ｍｍの長さを有する。図１４Ｒでは、中心ループ１１４は、形状がほぼ長円形であ
り、１３＋／－５ｍｍの幅および約３５＋／－８ｍｍの長さを有する。図１４Ｒでは、ア
ブレーションデバイス１００はさらに、外側導体１０６の遠位端に電気的に接続される、
１つ以上の付加的な細長い金属導体１６８を備える。細長い金属導体１６８の遠位端は、
アンテナ１０４に機械的安定性を与え、ならびにマイクロ波場を成形するように、アンテ
ナ１０４の領域に接続される。一実施形態では、細長い金属導体１６８の遠位端は、非伝
導性接続によってアンテナ１０４の領域に接続される。本明細書で開示される種々の要素
の組み合わせを使用して、種々のアンテナ１０４が設計されてもよい。本明細書で開示さ
れる放射要素１１２および本明細書で開示される成形要素１１４の任意の組み合わせを使
用して、種々のアンテナ１０４が設計されてもよい。例えば、図１４Ｉ－１４Ｏからの外
側ループ１１２の設計は、種々のアンテナ１０４を作成するように、図１４Ｐ－１４Ｒの
中心ループ１１４の設計と組み合わせられてもよい。
【０１３４】
　図１４Ｓおよび１４Ｔは、機械的に配備可能なアンテナの２つの構成を示す。図１４Ｓ
では、アンテナ１０４は、外側ループ１１２と、中心ループ１１４とを備える。図１４Ｓ
では、アンテナ１０４は、非作業構成である。この実施形態でのアンテナ１０４は、機械
的配備システムに係合することによって、ユーザ配備可能である。図１４Ｓおよび１４Ｔ
の実施形態の機械的配備システムは、外側ループ１１２の領域に取り付けられる、引張可
能かつ解放可能な引張ワイヤ１７０である。引張ワイヤ１７０は、金属または非金属、例
えば、ポリマー材料でできていてもよい。引張ワイヤ１７０が近位方向に沿って引かれる
と、外側ループ１１２が歪曲される。歪曲は、アンテナ１０４が図１４Ｔに示されるよう
な作業構成を達成するようなものである。非作業構成から作業構成にアンテナ１０４を変
換するために引張ワイヤ１７０が使用される、そのような実施形態は、アンテナの適正な
配備のために組織の力の存在が必要とされないので有利である。これは、アンテナ１０４
がより堅く作製されることを可能にする。１本以上の引張ワイヤ１７０は、同軸ケーブル
１０２の遠位端の軸に対してアンテナ１０４の配向を制御可能に修正するように、アンテ
ナ１０４の１つ以上の領域に取り付けられてもよい。これは、例えば、腹腔鏡手技を実施
しながら、所望の配向で標的組織に対してアンテナ１０４を設置するために使用されても
よい。さらに、機械的配備システムは、ユーザがアンテナ１０４の適正な配備についての
フィードバックを得ることを可能にする。これは、適正な配備を確認するためのアンテナ
１０４の配備後の可視化の必要性を排除する。例えば、図１４Ｓおよび１４Ｔに示される
ような機械的配備システムは、引張ワイヤ１７０に係合しながら、ユーザが経験する力に
よって、ユーザがアンテナ１０４の適正な配備についての触覚フィードバックを得ること
を可能にする。別の実施例では、図１４Ｓおよび１４Ｔに示されるような機械的配備シス
テムは、ユーザが、アンテナ１０４の配備の程度と相関がある引張ワイヤ１７０の変位の
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程度を視覚的に観察することを可能にする。
【０１３５】
　図１４Ｕは、マイクロ波アンテナの実施形態の縦方向に拘束されず、かつ横方向に押し
つぶされていない構成を示す。図１４Ｕでは、アブレーションデバイス１００は、外側ル
ープ１１２と、金属中心ループ１１４とを備えるアンテナ１０４を備える。この構成の外
側ループ１１２は、より長円形の形状である。外側ループ１１２の遠位端は、非導電性接
続によって外側ループ１１２の近位部分に接続される。アンテナ１０４の最大横幅寸法は
、約２．７ｃｍである。中心ループ１１４の横幅は、１．６ｃｍ＋／－０．６ｃｍであっ
てもよく、中心ループ１１４の縦長さは、約３．５ｃｍ＋／－１ｃｍであってもよい。
【０１３６】
　図１４Ｖは、図１４Ｕのマイクロ波アンテナの実施形態の縦方向に拘束され、かつ横方
向に押しつぶされていない作業構成を示す。図１４Ｖでは、アンテナ１０４の最遠位部分
を歪曲するために、外力が使用される。図１４Ｖでは、アンテナ１０４の最遠位部分を歪
曲して、より長円形の形状から、示されるようなより三角形の形状に外側ループ１１２を
変化させるために、指が使用された。外側ループ１１２の最大横幅は、ここで約３．５ｃ
ｍである。同軸ケーブル１０２の遠位端からアンテナ１０４の最遠位部分までのアンテナ
１０４の縦長さは、約３．８ｃｍである。これは、子宮内膜アブレーションにおいて、実
際の臨床使用中に子宮底によってアンテナ１０４が体験する歪曲をシミュレートする。図
１４Ｖに示された構成は、子宮内膜アブレーションにアンテナ１０４を使用することがで
きる、アンテナ１０４の作業構成である。したがって、本明細書のアンテナ１０４のいく
つかの実施形態は、アンテナ１０４が、管腔または開口部を通した挿入のために横方向に
圧縮される第１の構成、アンテナ１０４にかかる有意な外部歪曲力がない場合に、アンテ
ナ１０４が縦方向に拘束されず、かつ横方向に押しつぶされない第２の構成、およびアン
テナ１０４にかかる外部歪曲力の存在下で、アンテナ１０４が縦方向に拘束され、かつ横
方向に押しつぶされない第３の構成といった、３つの構成で存在することが可能である。
第３の構成は、実際の作業構成である。
【０１３７】
　図１４Ｗは、組織の折り畳まれた断片の中の図１４Ｕおよび図１４Ｖのマイクロ波アン
テナの配置を示す。図１４Ｗでは、摂氏３７度で維持されたブタ筋肉組織の厚切りを一回
折り畳んだ。組織襞によって取り囲まれた空洞は、子宮腔をほぼシミュレートする。その
後、アンテナ１０４の最遠位領域が、図１４Ｖに示されるような作業構成を達成するよう
ブタ組織によって歪曲されるように、図１４Ｕおよび１４Ｖのアンテナ１０４を十分な深
さまで挿入した。その後、ブタ組織を切除した。アブレーションは、０．９１５ＧＨｚに
おけるマイクロ波発生器からの４０Ｗのマイクロ波電力の送達により、９０秒間行われた
。この実験では、アブレーション手技の全体を通して、４０Ｗの定電力が使用されたが、
臨床使用では、マイクロ波発生器による電力送達の規模は、アブレーション手技の全体を
通して一定でなくてもよい。
【０１３８】
　マイクロ波発生器によって送達される全マイクロ波エネルギーの約８５％が、最終的に
アンテナ１０４によって組織に送達されると仮定した場合、組織に送達される全エネルギ
ーは、約３，０００ジュールである。図１４Ｗで使用された組織は、子宮内膜組織をシミ
ュレートするように設計されているため、子宮内膜への約３，０００ジュールのマイクロ
波エネルギーの送達を伴う子宮内膜アブレーションプロトコルが設計されてもよい。さら
に、子宮内膜に約３，０００ジュール未満のマイクロ波エネルギーを送達する子宮内膜ア
ブレーションのプロトコルが設計されてもよい。これは、例えば、子宮の前治療によって
、月経期間があった直後に患者のアブレーションの予定を入れること等によって行われて
もよい。
【０１３９】
　図１４Ｖでは、その作業構成での略平坦なアンテナ１０４の全面積は、約６．７平方セ
ンチメートルである。したがって、アンテナ１０４によって送達されるマイクロ波エネル
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ギーは、それぞれ約６．７平方センチメートルである２つの対向組織表面に送達される。
再度、マイクロ波発生器によって送達される全マイクロ波エネルギーの約８５％が、最終
的にアンテナ１０４によって組織に送達されると仮定した場合、組織に送達される全電力
は、組織の１平方センチメートルにつき約２．５ワットである。さらに、子宮内膜面の１
平方センチメートルにつき２．５ワット未満のマイクロ波電力を送達しながら、所望の臨
床成果を達成する子宮内膜アブレーションのプロトコルが設計されてもよい。これは、例
えば、子宮のホルモン前治療によって、Ｄ＆Ｃによる子宮の機械的前治療によって、月経
期間があった直後に患者のアブレーションの予定を入れること等によって、行うことがで
きる。
【０１４０】
　図１４Ｘは、縦方向に拘束され、かつ横方向に押しつぶされていない作業構成における
、図１４Ｕおよび図１４Ｖのマイクロ波アンテナの配置と、マイクロ波アンテナから得ら
れたアブレーションとを示す、図１４Ｗの組織の折り畳まれた断片を示す。アブレーショ
ンは、形状がほぼ三角形であることに留意されたい。子宮の中のそのようなアブレーショ
ンは、月経過多を治療するために子宮内膜全体を切除することが可能である。
【０１４１】
　図１４Ｙは、図１４Ｗに示されたアブレーション後の切除組織の折り畳まれていない図
を示す。図１４Ｚは、図１４Ｙの平面１４Ｚ－１４Ｚを通して薄切りにされた切除組織の
図を示す。図１４Ｚでは、アブレーションは、均一であり、組織の全層に及ぶことが分か
る。顕著な炭化はどこにも見られない。したがって、組織の合計７～９ｍｍの深さに及ぶ
貫壁性アブレーションが作成されている。図１４ＡＡは、図１４Ｙの平面１４ＡＡ－１４
ＡＡを通して薄切りにされた切除組織の図を示す。図１４Ｚと同様に、図１４ＡＡは、ア
ブレーションが均一であり、組織の全層に及ぶことを示す。炭化はどこにも見られない。
したがって、組織の合計７～１０ｍｍの深さに及ぶ貫壁性アブレーションが作成されてい
る。さらに、組織は、中心においてより深く、損傷の周辺に向かってより浅いことに留意
されたい。子宮内膜の厚さが、子宮の中心に向かってより大きく、副角領域に向かって、
および子宮下部領域に向かってより小さいため、そのようなアブレーションが臨床的に所
望される。さらに、所望であれば、マイクロ波発生器によって送達される電力を増加させ
ること、アブレーション時間を増加させること、子宮動脈を一時的に閉塞することによっ
て子宮への血流を閉塞することのうちの１つ以上を使用することによって、より深い損傷
が作成されてもよい。さらに、所望であれば、マイクロ波発生器によって送達される電力
を低減すること、アブレーション時間を低減すること、生体構造の中で冷却剤を循環させ
ること等のうちの１つ以上を使用することによって、より浅い損傷が作成されてもよい。
【０１４２】
　図１５Ａは、単一の放射要素と、２つの成形要素とを備える、子宮内膜アブレーション
のために最適化されたマイクロ波アブレーションデバイスのアンテナの図を示す。図１５
Ａでは、アンテナ１０４は、アンテナ１０４のほぼ中心にある開ループ状放射要素１１２
を備える。放射要素１１２の遠位端１５８は、伝送線１０２の遠位端に隣接して位置する
。放射要素１１２の遠位端１５８は、近位方向を指す。一実施形態では、放射要素１１２
は、同軸ケーブル１０２の内側導体１０８の継続である。放射要素１１２の少なくとも近
位部分は、同軸ケーブル１０２の誘電体１１０等のアンテナ誘電体１１６で覆われる。放
射要素１１２の全長は、約１１０＋／－２０ｍｍ、または９１５ＭＨｚにおける有効波長
の約４分の３である。一実施形態では、アンテナ誘電体１１６は、伝送線１０２の遠位端
に位置してもよい。このアンテナ誘電体１１６は、放射要素１１２の近位部分、放射要素
１１２の遠位端１５８、およびループ状成形要素１１４の近位部分を包んでもよい。アン
テナ１０４の誘電特性を局所的に修正することに加えて、このアンテナ誘電体１１６はま
た、アンテナ１０４の種々の部分を機械的に結合するために使用されてもよい。放射要素
１１２上のアンテナ誘電体の量は、アンテナ１０４を同調し、アンテナ１０４によって生
成されるマイクロ波場プロファイルを成形するために制御することができる。アンテナ１
０４はさらに、示されるように放射要素１１２の両側に位置する２つの成形要素１１４を
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備える。一実施形態では、２つの成形要素１１４は、アンテナ誘電体１１６で覆われた２
本の伝導性ワイヤによって形成される。２つの成形要素１１４のそれぞれの近位端は、同
軸ケーブル１０２の外側導体１０６に伝導的に接続される。一実施形態では、各成形要素
１１４の全長は、約１１０＋／－２０ｍｍ、または９１５ＭＨｚにおける有効波長の約４
分の３である。各成形要素１１４の遠位端は、図１５Ａに示されるような共通セグメント
を形成するように、ともに接合される。放射要素１１２から放出されるマイクロ波場は、
２つの成形要素１１４と相互作用し、２つの成形要素１１４によって成形または再分配さ
れる。これは次に、生成された損傷のサイズを増加させる。マイクロ波場プロファイルは
、実質的に同軸ケーブル１０２まで延在することなく、実質的に放射要素１１２および２
つの成形要素１１４の領域に限定される。本明細書の図１５Ａの実施形態における同軸ケ
ーブル１０２は、Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｗｉｒｅ（Ｄａｎｂｕｒｙ，ＣＴ）からのＩＷ７
０同軸ケーブルである。このケーブルの中の内側導体は、０．０１８インチのＯＤを有す
るＡｇめっきしたＣｕである。外側導体は、ＡｇめっきしたＣｕでできている。最外層は
、Ｔｅｆｌｏｎジャケットである。同軸ケーブルの全ＯＤは、０．０６８インチである。
このＩＷ７０ケーブルは、実施例として使用されるにすぎない。本明細書のデバイスのう
ちのいずれかを構築するために、いくつかの他の同軸ケーブルまたは他のマイクロ波伝送
線を使用することができる。本明細書で開示される実施形態のいずれかでは、同軸ケーブ
ル１０２は、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔ、または任意の他の高伝導性金属でできている外側クラッ
ディングまたはめっきを有する、Ｎｉｔｉｎｏｌワイヤでできている内側導体１０８を備
えてもよい。Ｎｉｔｉｎｏｌワイヤ上に外層を追加するために使用することができる方法
の実施例は、電気めっき、電着、またはクラッディングを含むが、それらに限定されない
。一実施形態では、同軸ケーブル１０２の残りの要素（誘電体１１０、外側導体１０６、
および外側ジャケット１１８）の設計は、ＩＷ７０ケーブルと同じである。Ｎｉｔｉｎｏ
ｌワイヤは、形状記憶または超弾性特性を有してもよい。一実施形態では、Ｎｉｔｉｎｏ
ｌワイヤの１つ以上の部分が、所望の幾何学形状に熱成形される。
【０１４３】
　図１５Ｂは、アブレーション手技のための２つの対向する組織表面の間の図１５Ａのア
ンテナの配置と、得られている、結果として生じるアブレーションパターンとを示す。図
１５Ｂでは、アブレーションプロファイルを実証するために、３７℃のブタ筋肉組織の２
つの対向する薄切りを使用した。図１５Ｂの損傷を作成するために、９０～１００Ｗにお
ける０．９１５ＭＨｚマイクロ波発生器からアブレーション電力を送達し、アブレーショ
ン時間は６０秒であった。図１５Ｂは、子宮内膜アブレーションをシミュレートする、炭
化がない実質的に均一なアブレーションを示す。
【０１４４】
　図１５Ｃは、貫壁性損傷を明示する、図１５Ｂの組織の逆の表面を示す。さらに、図１
５Ｃは、損傷パターンに間隙がないことを示す。さらに、損傷の深さは、損傷の縁に向か
って漸減する。したがって、アンテナ１０４は、結果として生じる損傷が、子宮の中心に
おいてより深く、副角および子宮下部領域中でより浅いように、子宮内膜を切除すること
が可能である。
【０１４５】
　図１５Ｄは、単一の放射要素と、２つの成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。この実施形態では、ループ状放射要素１１２が伝送線１０２の遠位端から出現する
。放射要素１１２の近位部分は、示されるようにアンテナ誘電体１１６で覆われる。放射
要素１１２の遠位端も、アンテナ誘電体１１６に封入される。２つの成形要素１１４は、
放射要素１１２の両側で対称に位置する。２つの成形要素１１４の近位端は、伝送線の一
部分（例えば、同軸ケーブル１０２の外側導体）の遠位端に電気的に接続される。成形要
素１１４の自由端は、近位方向を指し、アンテナ誘電体１１６内に位置する。成形要素１
１４の自由端は、相互に電気伝導しており、放射要素１１２の複数部分から電気的に絶縁
される。アンテナ１０４の誘電特性を局所的に修正することに加えて、このアンテナ誘電
体１１６は、また、アンテナ１０４の種々の部分を機械的に結合するために使用されても
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よい。
【０１４６】
　図１５Ｅは、単一の放射要素と、２つの成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。図１５Ｅのアンテナ１０４の実施形態は、図１５Ｄのアンテナ１０４の実施形態と
同様である。しかしながら、この実施形態では、成形要素１１４の近位端は、伝送線１０
２の遠位端の近位に位置する伝送線の一部分（例えば、同軸ケーブル１０２の外側導体）
に電気的に接続される。
【０１４７】
　図１５Ｆは、単一の放射要素と、単一の成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。この実施形態では、放射要素１１２が伝送線１０２の遠位端から遠位に出現する。
成形要素１１４の一方の端は、伝送線１０２の遠位端に機械的に接続される。放射要素１
１２と成形要素１１４とは、相互に交差し、伝送線１０２の遠位端の近位にある伝送線１
０２の領域に接続される。放射要素１１２は、伝送線１０２の遠位端の近位にある伝送線
１０２の領域に機械的かつ非伝導的に接続される。一方で、成形要素１１４は、伝送線１
０２の遠位端の近位にある伝送線１０２の領域に電気的に接続される。放射要素１１２は
、アンテナ誘電体１１６で覆われてもよい。この場合、マイクロ波場の一部は、伝送線１
０２の遠位端の近位に位置する。放射要素１１２および成形要素１１４の一方または両方
の長さは、マイクロ波エネルギーの有効波長の約４分の３であってもよい。
【０１４８】
　図１５Ｇは、単一の放射要素と、２つの成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。図１５Ｇのアンテナ１０４の設計は、図１５Ａのアンテナ１０４と同様である。し
かしながら、図１５Ｇの実施形態では、２つの成形要素１１４が相互に接合されていない
。さらに２つの成形要素１１４の遠位端は、図１５Ａのアンテナ１０４上の対応する終端
点よりも遠位にある点で終端する。また、図１５Ｇでは、アンテナ１０４と伝送線１０２
との間の接合点領域を覆うために、アンテナ誘電体１１６の層が使用されてもよい。代替
実施形態では、図１５Ｇの成形要素１１４の長さは、マイクロ波エネルギーの有効波長の
４分の３より長くてもよい。
【０１４９】
　図１５Ｈは、単一の放射要素と、２つの成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。この実施形態では、放射要素１１２は、図１５Ａの放射要素１１２と同様である。
第１の成形要素１１４は、閉ループであり、示されるように放射要素１１２の周囲に位置
する。閉ループの両端は、伝送線１０２の遠位端の一部分に電気的に接続される。アンテ
ナ１０４は、さらに伝送線の遠位端と平行に配設され、アンテナ１０４の中心に位置する
直線状の成形要素１１４を備える。直線状の成形要素１１４も、伝送線１０２の遠位端の
一部分に電気的に接続される。直線状の成形要素１１４の遠位端は、アンテナ１０４の最
遠位部分の近位で終端する。
【０１５０】
　図１５Ｉは、単一の放射要素と、単一の成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。この実施形態では、放射要素１１２は、図１５Ａの放射要素１１２と同様である。
成形要素１１４は、ハート形であり、示されるように放射要素１１２の周囲に位置する。
成形要素１１４は、伝送線１０２の遠位端の一部分に電気的に接続される。
【０１５１】
　図１５Ｊは、複数の放射要素と、複数の成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。複数の成形要素１１４は、伝送線１０２の一部分に電気的に接続される。複数の放
射要素１１２のうちのいくつかまたは全ては、アンテナ誘電体１１６で覆われてもよい。
複数の放射要素１１２および複数の成形要素１１４は、複数の放射要素１１２と複数の成
形要素１１４との間のマイクロ波場相互作用連結を増進するように交互に配置される。実
施形態は、４つの放射要素１１２および３つの成形要素１１４を示すが、２～６４個の放
射要素１１２と、２～６４個の成形要素１１４とを備える代替実施形態が可能である。
【０１５２】
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　図１５Ｋは、単一の放射要素と、螺旋状の成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図
を示す。アンテナ１０４は、ループ状放射要素１１２を備える。アンテナ誘電体１１６は
、少なくとも放射要素１１２の遠位端を覆う。放射要素１１２の長さは、マイクロ波エネ
ルギーの有効波長の４分の３であってもよい。螺旋状に配設された成形要素１１４は、同
軸ケーブル１０２の外側導体の継続であってもよく、または伝送線１０２の遮蔽要素に電
気的に接続される伝導性要素であってもよい。
【０１５３】
　図１５Ｌは、単一の放射要素と、２つの成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。図１５Ｌでは、遠位端１５８を有するループ状放射要素１１２は、アンテナ１０４
の軸のほぼ中心に設置される。ループ状放射要素１１２は、同軸ケーブル１０２の内側導
体の延長によって形成されてもよく、かつアンテナ誘電体１１６で覆われてもよい。放射
要素１１２の長さは、マイクロ波エネルギーの有効波長の４分の３であってもよい。示さ
れた実施形態では、２つの成形要素１１４は、同一ではなく、放射要素１１２の両側に配
設される。一実施形態では、２つの成形要素１１４は、同軸ケーブル１０２の外側導体の
延長によって形成される。代替実施形態では、成形要素１１４は、同一であり、放射要素
１１２の両側に対称的に配設されてもよい。
【０１５４】
　図１５Ｍは、単一の放射要素と、ループ状成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図
を示す。図１５Ｍでは、放射要素１１２は、モノポールアンテナと設計が同様であっても
よい。一実施形態では、ループ状放射要素１１４の近位側は、同軸ケーブル１０２の外側
導体の延長によって形成されてもよい。ループ状放射要素１１４の遠位側は、ループを完
成させる同軸ケーブル１０２の外側導体の延長に取り付けられる細長い導体によって形成
されてもよい。代替実施形態では、ループ状成形要素１１４を形成するために、単一の導
体が使用されてもよい。ループ状成形要素１１４の近位端は、伝送線１０２の遮蔽要素に
電気的に接続される。
【０１５５】
　図１５Ｎは、単一の放射要素と、２つの成形要素とを備えるアンテナの実施形態の図を
示す。図１５Ｌでは、遠位端１５８を有する放射要素１１２は、波状またはジグザグ構成
であり、アンテナ１０４のほぼ中心に設置される。放射要素１１２は、同軸ケーブル１０
２の内側導体の延長によって形成されてもよく、かつアンテナ誘電体１１６で覆われても
よい。放射要素１１２の長さは、マイクロ波エネルギーの有効波長の４分の３であっても
よい。放射要素１１２の構成の幅は、遠位方向に次第に増加する。示された実施形態では
、２つの成形要素１１４は、放射要素１１２の両側に配設される。
【０１５６】
　図１５Ｏ－１５Ｑは、生体構造の中のアンテナ１０４の適正な配備を確保する機構を備
える、アンテナ１０４の実施形態を示す。図１５Ｏでは、放射要素１１２および成形要素
１１４の一方または両方は、Ｎｉｔｉｎｏｌ等の形状記憶または超弾性材料でできている
。アンテナ１０４は、アンテナ誘電体１１６で覆われた放射要素１１２を備える。放射要
素１１２は、伝送線１０２の遠位端から角度をつけて出現する。放射要素１１２は、図１
５Ｏに示されるような屈曲形状で配備される。成形要素１１４は、伝送線１０２の遮蔽要
素に電気的に接続される。成形要素１１４は、図１５Ｑに示されるような屈曲形状で配備
される。放射要素１１２および成形要素１１４の一方または両方の長さは、マイクロ波エ
ネルギーの有効波長の約４分の３であってもよい。アンテナ１０４の形状記憶または超弾
性特性は、生体構造の中でのアンテナ１０４の適正な配備を可能にする。図１５Ｐのアン
テナ１０４の設計は、図１５Ｏのアンテナ１０４と実質的に同様である。しかしながら、
図１５Ｐでは、アンテナ１０４は、形状記憶または超弾性材料でできていても、できてい
なくてもよい。図１５Ｐのアンテナ１０４は、剛性または可撓性アンテナ誘電体１１６の
実質的に平面的な領域に埋め込まれる。アンテナ誘電体１１６は、放射要素１１２および
成形要素１１４の相対位置を固定し、それにより、生体構造の中での適正な配備を確保す
る。図１５Ｑのアンテナ１０４の設計は、図１５Ｏのアンテナ１０４と実質的に同様であ
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る。しかしながら、図１５Ｑでは、アンテナ１０４は、形状記憶または超弾性材料ででき
ていても、できていなくてもよい。図１５Ｐのアンテナ１０４は、放射要素１１２および
成形要素１１４を接続する支柱または接続要素の形態である、１つ以上の剛性または可撓
性アンテナ誘電体１１６を備える。アンテナ誘電体１１６の支柱または接続要素は、放射
要素１１２および成形要素１１４の相対位置を固定し、それにより、生体構造の中での適
正な配備を確保する。
【０１５７】
　方法の実施形態では、ユーザには、２つのサイズのアンテナ１０４が提供される。ユー
ザは、手技前評価に基づいて、適切なサイズのアンテナ１０４を選択することができる。
一実施形態では、２つのアンテナは、相互の拡大縮小版である。別の実施形態では、アン
テナ１０４の要素の全てが、同じ割合で拡大または縮小されるわけではない。例えば、放
射要素１１２上の誘電体の厚さの比率は、放射要素１１２のサイズの比率と同じであって
もなくてもよい。２つのアンテナ１０４の要素の構造の材料は、同じであるか、または異
なってもよい。付加的な要素が、異なるサイズのアンテナ１０４のうちの１つ以上に追加
されてもよい。大きいほうのアンテナ１０４は、あるより大きいサイズ範囲にある標的組
織を治療するために使用されてもよく、小さいほうのアンテナ１０４は、ある小さいほう
のサイズ範囲にある標的組織を治療するために使用されてもよい。２つのサイズ範囲は、
重複してもよく、または非重複であってもよい。デバイスの使用中の使用パラメータ（例
えば、エネルギー送達時間、エネルギー送達電力等）は、同じであるか、または異なって
もよい。使用パラメータを計算するために使用される公式は、同じであるか、または異な
ってもよい。
【０１５８】
　１つの方法の実施形態では、マイクロ波電力送達の負荷サイクルは、アブレーションの
経過中に変化してもよい。１つのそのような実施形態では、アブレーションの初期段階中
に、マイクロ波電力は、より高い負荷サイクルで送達され、アブレーションの後期段階中
に、マイクロ波電力は、より低い負荷サイクルで送達される。１つのそのような実施形態
では、標的組織の温度を所望のレベルまで、または所望の温度範囲内に上昇させるように
、マイクロ波電力は、アブレーションの初期段階中に継続的に（すなわち、１００％負荷
サイクルで）送達される。その後、標的組織の温度を所望の期間にわたって所望のレベル
で、または所望の温度範囲内で維持するように、マイクロ波電力は、１００％未満の負荷
サイクルで送達される。一実施形態では、標的組織の温度の所望のレベルは、５５～７５
℃である。一実施形態では、マイクロ波負荷サイクルの変更は、温度フィードバックに基
づいて実施される。一実施形態では、マイクロ波負荷サイクルの変更は、事前にプログラ
ムされた時間後に、マイクロ波発生器によって自動的に実施される。
【０１５９】
　マイクロ波負荷サイクルは、血液の拍動流の入力データに基づいて、マイクロ波発生器
によって自動的に変更されてもよい。一実施例では、より高い血流中に、より高い負荷サ
イクルが使用されてもよく、より低い血流中に、より低い負荷サイクルが使用されてもよ
い。これは、過剰なエネルギー送達を回避する。別の実施例では、より低い血流中に、よ
り高い負荷サイクルが使用されてもよい。これは、例えば、より多くの量のアブレーショ
ンを達成するために使用されてもよい。一実施形態では、システムは、治療中に負荷サイ
クルを調整するために温度フィードバックを使用する治療を送達するようにプログラムさ
れる。マイクロ波電力送達の負荷サイクルのそのような操作は、マイクロ波子宮内膜アブ
レーション、心臓の一部分のアブレーション、血管組織のアブレーション等を含むが、そ
れらに限定されない本明細書で開示される治療のうちのいずれかで使用されてもよい。
【０１６０】
　負荷サイクルを変化させる代わりに、組織に送達されるマイクロ波電力の規模が変化さ
せられる同様の方法およびデバイスの実施形態が構想される。つまり、負荷サイクルを増
加させる代わりに、増加したマイクロ波電力が送達され、負荷サイクルを低減する代わり
に、低減したマイクロ波電力が送達される。
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【０１６１】
　マイクロ波アンテナと、１つ以上の操縦可能または操縦可能でないカテーテルとを備え
る治療アセンブリが、経食道的アプローチを介して食道に導入されてもよい。その後、治
療アセンブリは、異常食道表面層を切除してバレット食道を治療するために使用されても
よい。マイクロ波アンテナと、１つ以上の操縦可能または操縦可能でないカテーテルとを
備える治療アセンブリが、子宮内膜または子宮壁の他の組織を切除するために、経頸管的
アプローチを介して子宮腔に導入されてもよい。生体構造および／または治療アセンブリ
を可視化するために超音波撮像デバイスが使用されてもよい。治療アセンブリは、解剖学
的管腔の縦軸と垂直または平行にアンテナ１０４を配向するために使用されてもよい。ア
ンテナ１０４は、解剖学的管腔または空洞の縦軸に対して移動させられてもよい。例えば
、アンテナ１０４は、解剖学的管腔または空洞の中の種々の場所にアンテナ１０４を設置
するために、縦軸に対して回転または平行移動させられてもよい。アンテナ１０４のその
ような運動は、アンテナ１０４を設置して、空洞または管腔壁全体、あるいは空洞または
管腔の円周領域全体を切除するか、または別様に治療するために使用されてもよい。
【０１６２】
　図３Ｄに示されるような螺旋状アンテナ１０４の構成は、１つ以上の解剖学的空洞また
は管腔の内膜に接触することに特に適している。本明細書で開示される他の移動に加えて
、螺旋状アンテナ１０４の外径および／または長さは、標的組織とのより良好な接触を得
るように変更されてもよい。例えば、図３Ｄの螺旋状アンテナ１０４の外径は、アンテナ
１０４によって周辺組織に及ぼされる力を増加させるために増加させられてもよい。特定
の実施形態では、静脈逆流性疾患を治療するための標的静脈の１つ以上の領域を加熱する
ために、螺旋状アンテナ１０４が使用される。アンテナ１０４の螺旋状構成は、螺旋状の
導入カテーテルまたは管にアンテナ１０４を導入すること、事前成形された螺旋状アンテ
ナ１０４を有すること、アンテナ１０４の一部分に取り付けられた十分に剛性のデバイス
をねじること、アンテナ１０４の一部分に取り付けられた十分に剛性のデバイスを引くこ
と、または押すことのうちの１つ以上によって、作成することができる。
【０１６３】
　本明細書で開示されるアブレーションデバイス１００のうちのいずれか、またはアブレ
ーションデバイス１００を導入するために使用される導入カテーテルあるいはシースは、
流体輸送管腔を備えてもよい。流体輸送管腔は、アブレーションデバイス１００または導
入カテーテルあるいはシースの近位領域から、患者の体内に配置されるアブレーションデ
バイス１００または導入カテーテルあるいはシースの遠位領域まで延在してもよい。流体
輸送管腔は、生体構造から液体または気体を排出すること、麻酔薬、造影剤、焼灼剤、ア
ルコール、熱冷却剤、アンテナ１０４を包囲する流体誘電媒体、抗生物質および他の薬剤
、生理食塩水、および洗浄溶液等の液体を体内に導入すること、空洞（例えば、子宮また
は腹腔）を膨満させるか、または空洞の穿孔を検出するために、二酸化炭素等の気体を体
内に導入すること、アンテナ１０４の周囲で組織領域を押しつぶすように吸引を印加する
ことのうちの１つ以上のために使用されてもよい。空洞の内膜とのアンテナ１０４の接触
を増加させるために、吸引が空洞（例えば、子宮腔）の内側に印加されてもよい。子宮腔
を膨満させる、および／または子宮の穿孔を検出するために、二酸化炭素等の気体が使用
されるときに、２０～２００ｍｍＨｇの圧力で気体が送達されてもよい。
【０１６４】
　本明細書で開示されるアブレーションデバイス１００のうちのいずれかを含む、本明細
書で開示されるデバイスのうちのいずれかは、デバイス輸送管腔を備えてもよい。デバイ
ス輸送管腔は、アブレーションデバイス１００の近位領域から、患者の体内の所望の場所
に配置されるアブレーションデバイス１００の遠位領域まで延在してもよい。デバイス輸
送管腔は、体内に１つ以上の細長い診断用および／または治療用デバイスを導入すること
、ガイドワイヤまたは他の導入デバイス上にアブレーションデバイス１００を導入するこ
と、および撮像または可視化デバイスを導入することとのうちの１つ以上のために使用さ
れてもよい。
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【０１６５】
　本明細書で開示されるデバイスのうちのいずれかは、デバイスの１つ以上の領域を冷却
するための冷却モダリティを備えてもよい。例えば、デバイスは、デバイスの表面、デバ
イスのシャフト、およびデバイスのアンテナのうちの１つ以上を冷却するために、冷却ジ
ャケットまたは別の冷却モダリティを備えてもよい。
【０１６６】
　本明細書で開示されるデバイスのうちのいずれかは、インピーダンス測定モダリティ、
温度測定モダリティ、および電気生理学的信号ソクテイモダリティのうちの１つ以上を備
えてもよい。一実施形態では、本明細書で開示されるデバイスは、放射分析温度感知モダ
リティを備える。この放射分析温度感知モダリティは、組織の表面において、または組織
のより深い領域において、温度を非侵襲的に測定するために使用されてもよい。これは次
に、デバイスによるエネルギー送達の有効性に関するリアルタイムフィードバックを得る
ために使用されてもよい。
【０１６７】
　本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、アンテナ１０４が所望の機
能を実施することができないか、または準最適に可能である、非作業構成から、アンテナ
１０４が所望の機能を実施することが可能である作業構成に、アンテナ１０４を変換する
ために使用される付加的な配備特徴を備えてもよい。一実施形態では、アンテナ１０４の
１つ以上の領域を引いて、非作業構成から作業構成にアンテナ１０４の形状を変化させる
ために、引張ワイヤが使用されてもよい。別の実施形態では、組織にアンテナ１０４の１
つ以上の領域を押し付けて、非作業構成から作業構成にアンテナ１０４の形状を変化させ
るために、同軸ケーブル１０２を備える十分に剛性のシャフトが使用されてもよい。
【０１６８】
　本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、マイクロ波遮蔽または吸収
要素を備えるか、またはそれと組み合わせて使用されてもよい。マイクロ波遮蔽または吸
収要素は、アンテナ１０４によって放出されるマイクロ波場の大部分または一部を遮蔽し
てもよい。マイクロ波遮蔽または吸収要素の実施例は、膨張性または非膨張性バルーン、
空気または循環あるいは非循環流体で充填された中空構造、金属ワイヤまたは金網、金属
膜または他の平坦な構造、ゲルまたは他の適合構造、水で充填または湿潤された構造、ア
ンテナ１０４の表面上で１つ以上の流体を循環させるように設計されている構造、冷却モ
ダリティ、および誘電材料でできている機械的スペーサを含むが、それらに限定されない
。特定の実施形態では、マイクロ波遮蔽または吸収要素は、円盤形である。別の実施形態
では、マイクロ波遮蔽または吸収要素は、放射要素１１２に対して摺動可能に設置される
。この実施形態では、アンテナ１０４によって放出されるマイクロ波場の形状は、放射要
素１１２に対してマイクロ波遮蔽または吸収要素を摺動することによって変化させられて
もよい。１つのそのような実施形態では、管状マイクロ波遮蔽または吸収要素は、実質的
に直線状のアンテナ１０４を包囲する。マイクロ波場形状の長さ、アンテナ１０４による
結果として生じる損傷の長さは、アンテナ１０４に対してマイクロ波遮蔽または吸収要素
を摺動することによって変化させられてもよい。本明細書で開示されるアンテナ１０４と
組み合わせた、そのようなマイクロ波遮蔽または吸収要素は、組織の局所領域（子宮内膜
または血管内皮の一部）を切除するため、または組織の単一の表面（例えば、子宮内膜の
単一の表面）のみを切除するために使用されてもよい。
【０１６９】
　本明細書で開示されるアンテナ１０４のうちのいずれかは、アンテナ１０４のマイクロ
波場プロファイルを成形するだけでなく、アンテナ１０４も機械的に成形する、拘束要素
を備えるか、またはそれと組み合わせて使用されてもよい。アンテナ１０４は、標的組織
の付近または中に挿入する前に、拘束要素１４６によって機械的に拘束されてもよい。導
入カテーテルまたはシースの中でアンテナ１０４を拘束するという概念は、以前に開示さ
れている。図１６Ａ－１６Ｄは、アンテナ１０４の形状を変更または拘束するようにアン
テナ１０４を拘束するために使用可能である、拘束要素１４６の実施形態の種々の図を示
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す。一実施形態では、拘束要素１４６は、より長方形の形状でアンテナ１０４を拘束する
ように設計されている、実質的に長方形の空洞またはくぼみ１６６、あるいはチャンバ、
間隙、穴、またはポケットを備える。そのような拘束されたアンテナ１０４は、組織の深
部または表面アブレーションに使用されてもよい。一実施形態では、拘束されたアンテナ
１０４は、標的組織と拘束要素１４６との間にアンテナ１０４を配置することによって、
軟組織を切除するために使用される。拘束要素１４６は、標的組織の反対側のアンテナ１
０４上でのアブレーションを防止することによって、巻き添え組織損傷を保護するために
遮蔽体として使用されてもよい。拘束要素１４６は、マイクロ波遮蔽のための１つ以上の
金属要素を備えてもよい。拘束要素１４６は、ＰＴＦＥ、ＥＰＴＦＥ、シリコーン、およ
びＡＢＳを含むがそれらに限定されない、好適な誘電材料でできていてもよい。別の実施
形態では、拘束されたアンテナ１０４は、腹部器官を切除するために腹腔の内側で使用さ
れる。拘束されたアンテナ１０４は、器官の表面、例えば、器官の外面を切除するために
使用されてもよい。図１６Ａは、アンテナ１０４が長方形の空洞またはくぼみ１６６の中
で拘束されるように、拘束要素１４６の中に設置されたアブレーションデバイス１００と
ともに、拘束要素１４６の組み合わせの図を示す。図１６Ａの実施形態では、アンテナ１
０４は、放射要素１１２と、同軸ケーブル１０２の外側導体と電気接触している成形要素
１１４とを備える。アンテナ１０４は、アンテナ１０４を機械的に拘束する、拘束要素１
４６に封入される。図１６Ｂは、アンテナ１０４を機械的に成形するように使用可能であ
る、空洞またはくぼみ１６６を備える拘束要素１４６の斜視図を示す。図１６Ｃは、空洞
またはくぼみ１６６を示す、図１６Ｂの拘束要素１４６の側面図である。図１６Ｄは、平
面１６Ｄ－１６Ｄを通る拘束要素１４６の断面の図を示す。拘束要素１４６の実施形態は
、アンテナ１０４の片側でマイクロ波場を低減するように、本明細書で開示されるアンテ
ナ１０４の実施形態のうちのいずれかと組み合わせられてもよい。
【０１７０】
　本明細書で開示されるデバイスおよび要素のうちのいずれかは、ロボット制御によって
制御されてもよい。さらに、本明細書で開示されるデバイスのうちのいずれかは、ロボッ
トシステムを使用して、導入および／またはナビゲートおよび／または操作されてもよい
。そのようなロボットシステムの実施例は、Ｈａｎｓｅｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ，　Ｉｎｃ．
製のＳｅｎｓｅｉＴＭ　Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ、およびＩｎ
ｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ，Ｉｎｃ．製のｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍを含むが、それらに限定されない。例えば、アンテナ１０４を
導入するために使用される任意の導入シースは、導入管腔を伴うロボットカテーテルであ
ってもよい。
【０１７１】
　本明細書で開示されるデバイスのうちのいずれかは、１つ以上の細長いシースまたはカ
テーテルの１つ以上の管腔を通して導入および／または操作されてもよい。アブレーショ
ンデバイスと、１つ以上の細長いシースまたはカテーテルとを備える、いくつかのそのよ
うな治療アセンブリが可能である。例えば、導入シースの管腔の中に摺動可能に設置され
るアブレーションデバイス１００を備える、治療アセンブリが設計されてもよい。そのよ
うな導入シースまたはカテーテルのうちの１つ以上は、１つ以上の操縦機構を備えること
ができる。そのような操縦機構の実施例は、引張ワイヤ、事前成形された管状シース、ま
たはスタイレット構造を含むが、それらに限定されない。
【０１７２】
　本明細書で開示されるデバイスのうちのいずれかは、デバイスまたはアンテナ１０４の
長さに沿って、様々な程度の可撓性を有してもよい。
【０１７３】
　デバイスが補助構成要素（例えば、電源供給部、撮像モニタ、流体源等）への接続を必
要とする場合において、デバイスのハンドルは、接続のための所望の手段を含むことがで
きる。
【０１７４】
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　本明細書で開示される心臓診断または治療手技のうちのいずれかは、心膜腔の中または
心外膜の周囲に配置される、心膜デバイスの使用を含んでもよい。心膜デバイスは、剣状
突起下アプローチによって挿入されてもよい。そのようなデバイスは、過剰なアブレーシ
ョンを防止すること、アブレーションの貫壁性質を確認すること、周辺生体構造を冷却す
ること、横隔神経または食道の不要な損傷を防止すること等のうちの１つ以上のために使
用されてもよい。１つのそのような実施形態では、ＩＣＥ（心内心エコー検査）プローブ
が、心膜腔の中または心外膜の周囲に挿入されてもよい。ＩＣＥプローブは、１つ以上の
デバイスおよび／または１つ以上の解剖学的領域を可視化するために使用されてもよい。
別の実施形態では、偏向可能デバイスが、心膜腔の中または心外膜の周囲に挿入される。
デバイスは、空間を作成するか、または心臓の後面と食道との間の距離を増加させるよう
に、偏向されるか、または別様に操作される。これは、心臓アブレーション手技の安全性
を増加させるために使用される。別の実施形態では、食道保護デバイスが、心臓の後面と
食道との間にデバイスが設置されるように、心膜腔の中または心外膜の周囲に挿入される
。そのようなデバイスは、心臓アブレーション手技中に食道の負傷を防止するために使用
されてもよい。そのようなデバイスの実施例は、膨張性デバイス、間隔デバイス、冷却機
構を伴うデバイス等を含むが、それらに限定されない。一実施形態では、電気生理学的マ
ッピングのために適合される、１つ以上の電極を備えるマッピングカテーテルが、心膜腔
の中または心外膜の周囲に挿入される。マッピングカテーテルは、心臓組織からの電気生
理学的信号を測定するために使用されてもよい。一実施形態では、マッピングカテーテル
は、損傷の貫壁性質を確認するために使用される。一実施形態では、マッピングカテーテ
ルは、心臓組織からの電気生理学的信号の活性化パターンをマップするために使用されて
もよい。一実施形態では、心膜デバイスは、生体構造の中で１つ以上の流体を送達する中
空カテーテルである。本明細書で記述される流体のうちのいずれかは、そのようなカテー
テルによって送達されてもよい。一実施形態では、心膜デバイスは、図５Ａに示されるよ
うな平坦基板上にプリントされたアンテナを備える。一実施形態では、心膜デバイスは、
１つ以上の心臓領域を切除して、心房細動、心室頻拍、徐脈、心房粗動、および他の不整
脈のうちの１つ以上を治療するように、アブレーションモダリティ（例えば、マイクロ波
アンテナ、ＲＦ電極）を備える。心膜デバイスは、心膜腔の中または心外膜の周囲で、３
Ｄ外科用電気解剖学的ナビゲーションシステムで使用されるナビゲーションマーカーを配
備するために使用されてもよい。そのようなナビゲーションマーカーを使用するシステム
の実施例は、Ｃａｒｔｏナビゲーションシステム（Ｂｉｏｓｅｎｓｅ－Ｗｅｂｓｔｅｒ，
Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｂａｒ，ＣＡ）およびＥｎＳｉｔｅ　ＮａｖＸシステム（Ｓｔ．Ｊｕｄ
ｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）を含むが、それらに限定されない。一実施
形態では、心膜デバイスは、複数のマッピングカテーテルを導入するために使用される、
中空カテーテルである。マッピングカテーテルのそれぞれは、テザーを有してもよい。複
数のマッピングカテーテルのそれぞれのテザーは、中空カテーテルの中へ折り返されても
よい。
【０１７５】
　本明細書の方法の実施形態のうちのいずれかでは、生体構造を撮像することによって、
手技前の解剖学的データが取得されてもよい。この解剖学的データは、特定の患者に方法
を合わせるために使用されてもよい。一実施形態では、解剖学的データは、アブレーショ
ンデバイス１００のサイズまたは形状パラメータを調整するために使用される。別の実施
形態では、解剖学的データは、治療パラメータ、例えば、アブレーション電力、アブレー
ション時間等を決定するために使用される。解剖学的データは、造影剤を伴う、または伴
わない超音波撮像、造影剤を伴う、または伴わない蛍光透視またはＸ線撮像、造影剤を伴
う、または伴わないＭＲＩ、ＰＥＴスキャン、内視鏡検査法、および機械的サイズ決定デ
バイス（例えば、子宮ゾンデ、距離マーキングを伴う細長いデバイス等）を使用すること
のうちの１つ以上によって取得されてもよい。
【０１７６】
　本明細書で開示されるアブレーションデバイス１００は、無分別に、すなわち、いずれ
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の付加的な画像診断法も使用せずに、挿入および／または使用されてもよい。
【０１７７】
　本明細書で開示されるアブレーションデバイス１００は、内視鏡的（例えば、子宮鏡検
査、膀胱鏡検査法、内視鏡検査法、腹腔鏡検査法、フレキシブル内視鏡検査法等を使用す
る）誘導下で挿入および／または使用されてもよい。
【０１７８】
　本明細書で開示されるアブレーションデバイス１００は、超音波誘導下で挿入および／
または使用されてもよい。
【０１７９】
　本明細書で開示されるアブレーションデバイス１００は、放射線誘導下で挿入および／
または使用されてもよい。一実施形態では、アブレーションデバイス１００は、Ｘ線また
は蛍光透視誘導下で使用される。アブレーションデバイス１００は、Ｘ線または蛍光透視
誘導下でアブレーションデバイス１００の１つ以上の領域の可視化を可能にするように、
１つ以上の放射線不透過性マーカーを備えてもよい。
【０１８０】
　アブレーションデバイス１００は、可視化モダリティ、または可視化モダリティに連結
するための手段を備えてもよい。一実施形態では、可視化モダリティ（例えば、光ファイ
バまたは他の光学撮像モダリティ、超音波カテーテル等）は、アブレーションデバイス１
００および／または導入カテーテル１４８の壁に埋め込まれてもよい。別の実施形態では
、可視化モダリティ（例えば、光ファイバまたは他の光学撮像モダリティ、超音波カテー
テル等）は、アブレーションデバイス１００または導入カテーテル１４８の管腔を通して
導入されてもよい。
【０１８１】
　アブレーションデバイス１００は、アンテナ１０４を設置すること、冷却モダリティを
提供すること、標的組織とのアンテナ１０４のより良好な接触を可能にすること、および
アンテナ１０４を配備することのうちの１つ以上を行うための１つ以上の気体または液体
膨張性バルーンを備えてもよい。
【０１８２】
　本開示の大部分は、伝送線の実施例として同軸ケーブルを使用するものの、マイクロ波
を伝送するための代替伝送線が使用されてもよい。マイクロ波を伝送するためのそのよう
な代替伝送線の実施例は、導波管、マイクロストリップ線、ストリップ線、共平面導波管
、およびｒｅｃｔａｘを含むが、それらに限定されない。そのような実施形態では、成形
要素１１４は、伝送線の遮蔽要素と電気伝導していてもよい。例えば、遮蔽要素が２つの
接地面の組み合わせである、ストリップ線では、成形要素１１４は、２つの接地面の組み
合わせと電気伝導していてもよい。例えば、遮蔽要素が導電性壁である、中空金属導波管
では、成形要素１１４は、導電性壁と電気伝導していてもよい。
【０１８３】
　本明細書で説明される１つ以上の要素は、１つ以上の付加的な治療法を備えてもよい。
そのような付加的な治療法の実施例は、無線周波数アブレーション電極を含む無線周波数
電極、加熱要素、凍結療法要素、レーザおよび他の放射線を放出するための要素、１つ以
上の流体を導入するための要素等を含むが、それらに限定されない。例えば、放射要素１
１２および／または成形要素１１４は、複数の無線周波数アブレーション電極を備えても
よい。そのような無線周波数アブレーション電極は、無線周波数アブレーション等の他の
モダリティと併せて、本明細書で開示されるデバイスの使用を可能にする。本明細書で説
明される１つ以上の要素は、１つ以上の付加的な診断法を備えてもよい。そのような付加
的な診断法の実施例は、温度センサ、インピーダンスセンサ、電気生理学的信号センサ、
可視化要素等を含むが、それらに限定されない。例えば、放射要素１１２および／または
成形要素１１４は、複数の温度センサを備えてもよい。
【０１８４】
　本明細書で開示される１つ以上のデバイスは、１つ以上の潤滑被覆を備えてもよい。本
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明細書で開示される１つ以上のデバイスは、非標的組織を保護するように熱的に絶縁され
る、１つ以上の領域を備えてもよい。
【０１８５】
　アンテナ１０４は、組織との正確な接触を伴わずに十分稼働するように設計されている
ものの、アブレーションの直前にアンテナ１０４の適正な設置が判定される場合に、利点
があってもよい。例えば、アンテナ１０４が好ましい作業構成で配備されない場合、損傷
は、治療的に最適ではない場合がある。本明細書の本発明はさらに、アブレーションの直
前にアンテナ１０４の適正な設置を判定するために使用することができる、非視覚的な統
合デバイスを含む。方法は、適正な設置を判定するために反射率測定を使用する。アンテ
ナが適正に設置されていない場合、アンテナは十分に整合されない場合がある。そのよう
な場合において、入射電力（アンテナに伝送される電力）の特定の範囲にわたる測定され
た反射電力は、正常範囲内ではなくなる。したがって、反射電力が正常範囲内であるかど
うかを測定することによって、アンテナが適正に設置されているかどうかが言える。その
ような手技の実施例は、以下の通りである。１．標的組織の中に適正に設置されたアンテ
ナを用いて、一連の実験を行う。２．標的組織の中に適正に設置されたアンテナを用いて
、入射電力レベルの特定の範囲にわたって全ての実験における反射電力レベルを測定する
。３．アンテナが標的組織の中に適正に設置されている場合に、予期される反射電力レベ
ルの「正常範囲」を決定する。４．子宮内膜アブレーション手技中に、反射電力レベルを
測定する。５．反射電力レベルが正常範囲内である場合、アンテナが適正に設置されてい
ると断定する。反射電力レベルが正常範囲内ではない場合、アンテナが適正に設置されて
いないと断定する。随意的な追加ステップとして、不完全な、または間違った構成で意図
的に配備されたアンテナを有することによって、標的組織の中に不適切に設置されたアン
テナを用いて、一連の実験が行われてもよい。これは、アンテナが標的組織の中に適正に
設置されていない場合に、予期される入射電力レベルの「異常範囲」を決定するものであ
る。
【０１８６】
　反射電力レベルは、１．外部電力計を使用すること、または２．マイクロ波発生器に内
蔵される電力計を使用することによって、測定することができる。
【０１８７】
　放射要素１１２が、直線または曲線または屈曲または事前成形モノポールアンテナであ
る、アンテナ１０４の種々の付加的な実施形態が設計されてもよい。
【０１８８】
　本明細書の方法の実施形態のうちのいずれかでは、損傷サイズは、マイクロ波発生器に
よって送達される電量を増加させること、アブレーション時間を増加させること、生体構
造への血流を一時的に低減すること、生体構造を事前に治療すること等のうちの１つ以上
によって、深く、または長く、または幅広くされてもよい。さらに、損傷サイズは、マイ
クロ波発生器によって送達される電量を低減すること、アブレーション時間を低減するこ
と、生体構造の中で冷却剤を循環させること、生体構造を事前に治療すること等のうちの
１つ以上によって、より浅く、またはより短くされてもよい。
【０１８９】
　本明細書で開示される任意のアンテナ１０４によって生成されるマイクロ波場は、種々
の機構によって特定の方向に向かって方向付けられてもよい。例えば、マイクロ波反射体
（例えば、金網）が、平坦または平面アブレーション部分の片側でより高いマイクロ波エ
ネルギー強度を生成するように、平坦または平面アブレーション部分の反対側に設置され
てもよい。マイクロ波場を特定の方向に方向付けるために、１つ以上のマイクロ波吸収ま
たは遮蔽あるいは反射材料が、本明細書で開示される実施形態と組み合わせて使用されて
もよい。一実施形態では、成形要素１１４の全体または一部は、マイクロ波遮蔽体または
反射体もしくは吸収体の役割を果たすように設計されている。
【０１９０】
　本明細書で開示されるデバイスは、アンテナ１０４の直接近位にある同軸ケーブル１０
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２の領域に対するアンテナ１０４の種々の配向で構築されてもよい。例えば、本明細書の
デバイスは、アンテナ１０４の直接近位にある同軸ケーブル１０２の領域の平面と実質的
に平行であるか、または平面内にある、アンテナ１０４を伴って設計されてもよい。デバ
イスはまた、アンテナ１０４の直接近位にある同軸ケーブル１０２の領域に対してある角
度（例えば、９０＋／－２０度、４５＋／－２０度）で配向される、アンテナ１０４を伴
って設計することもできる。これは、体内の到達しにくい標的領域に到達するために有利
である。デバイスシャフト（例えば、同軸ケーブル１０２）に対するアンテナ１０４の全
体または複数部分の相対的配向は、固定されてもよく、または変更可能であってもよい。
例えば、アンテナ１０４とシャフトとの間に、弾力のある継手または領域があってもよい
。別の実施形態では、シャフトに対するアンテナ１０４の全体または複数部分の相対的配
向を変更するように、能動的操縦機構、例えば、引張ワイヤ機構があってもよい。そのよ
うな機構は、標的組織上でのアンテナ１０４の適正な設置のために、または生体構造を通
してデバイスをナビゲートするために使用されてもよい。例えば、内視鏡を通して、また
は腹腔鏡ポートを通して配備されるアンテナ１０４は、アンテナ１０４が標的組織の平面
内に位置するように、配備され、ナビゲートされてもよい。
【０１９１】
　ユーザには、様々なサイズおよび／または形状のいくつかのデバイスが供給されてもよ
い。次いで、ユーザは、アブレーションを実行する判断に基づいて、適正なデバイスを選
択してもよい。特定の実施形態では、同様の形状であるが異なるサイズのアンテナ１０４
を伴う、２個から３個の異なるデバイスが供給される。次いで、ユーザは、適正なデバイ
スを選択する。そのような複数のデバイスは、別個に、または一緒に包装されてもよい。
別の実施形態では、同様のサイズであるが異なる形状のアンテナ１０４を伴う、２個から
３個の異なるデバイスが供給される。次いで、ユーザは、必要に応じて適正なデバイスを
選択する。１つの方法の実施形態では、デバイスの配備は、特定の標的組織または空洞に
合わせられる。そのような実施形態では、アンテナ１０４の全体または複数部分は、特定
の標的組織または空洞に最善に適合する特定のサイズおよび／または形状で配備されるよ
うに設計されている。
【０１９２】
　本発明のいくつかの実施例または実施形態が本明細書で論議されているが、本発明の意
図された精神および範囲から逸脱することなく、種々の修正、追加、および削除が、これ
らの実施例および実施形態に行われてもよい。したがって、そうすることにより、結果と
して生じる方法またはデバイスの実施形態が意図された用途にとって不適当にならない限
り、１つの方法またはデバイスの実施形態の任意の要素、構成要素、方法ステップ、また
は属性が、別の方法またはデバイスの実施形態に組み込まれるか、またはそれに使用され
てもよい。例えば、そうすることにより、結果として生じるデバイスの実施形態が意図さ
れた用途にとって不適当にならない限り、一実施形態のアンテナ１０４を別の実施形態の
デバイス特徴と組み合わせることによって、アブレーションデバイス１００のいくつかの
実施形態が作成されてもよい。本明細書で開示される方法のうちのいずれかを実施するた
めに、本明細書で開示される任意の好適なアンテナが使用されてもよい。方法の種々のス
テップが特定の順番で開示される場合、そうすることにより、結果として生じる方法の実
施形態が意図された用途にとって不適当にならない限り、種々のステップは、任意の他の
順番で実行されてもよい。説明された実施例または実施形態の種々の合理的な修正、追加
、または削除は、説明された実施例または実施形態の同等物と見なされるものである。
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