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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心ルーメンおよび遠位先端を画成するモノリシックカテーテルシース本体と、前記中
心ルーメンで位置決めされた光学装置とを備える生体内撮像用カテーテルであって、前記
中心ルーメンが、前記遠位先端で終端し、前記遠位先端は、中に形成されたガイドワイヤ
ルーメンを有し、前記ガイドワイヤルーメンは、ガイドワイヤ入口ポートおよびガイドワ
イヤ出口ポートを有し、前記ガイドワイヤ入口ポートおよび前記ガイドワイヤ出口ポート
は、各々が、前記中心ルーメンの前記終端の遠位に位置決めされ、前記光学装置は、光フ
ァイバ、屈折率分布型レンズ、プリズム、前記光ファイバ、前記屈折率分布型レンズおよ
び前記プリズムのまわりに同心円状に係合したハウジング、ならびに、前記ハウジングの
近位端に連結された回転駆動シャフトをさらに備え、前記回転駆動シャフトが、遠位の撚
線中空コアシャフトに動作可能に結合した近位のハイポチューブシャフトを含む、生体内
撮像用カテーテル。
【請求項２】
　前記モノリシックカテーテルシース本体は、前記モノリシックカテーテルシース本体の
近位端から前記遠位先端の遠位端へ結合部を含まない材料の単一連続片を含む請求項１に
記載のカテーテル。
【請求項３】
　前記ハウジングは、その壁に開口を有する金属チューブをさらに備え、前記開口は前記
プリズムに光学的に整列配置する請求項１に記載のカテーテル。
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【請求項４】
　前記回転駆動シャフトが、回転駆動シャフトルーメンを画成し、前記回転駆動シャフト
の前記遠位の撚線中空コアシャフトが、前記ハウジングに連結され、前記光ファイバは、
前記回転駆動シャフトルーメンを通って軸方向に進む請求項１に記載のカテーテル。
【請求項５】
　前記撚線中空コアシャフトは、螺旋構造に巻かれた複数のワイヤを備える請求項１に記
載のカテーテル。
【請求項６】
　前記回転駆動シャフトの前記近位のハイポチューブシャフトに連結された第２のハウジ
ングをさらに備える請求項１に記載のカテーテル。
【請求項７】
　前記モノリシックカテーテルシース本体は、少なくとも部分的に光学的に透明であるシ
ース材料をさらに備える請求項１に記載のカテーテル。
【請求項８】
　前記ガイドワイヤ入口ポートは前記遠位先端の遠位端に開口し、前記ガイドワイヤ出口
ポートは前記遠位先端の側壁に開口する請求項１に記載のカテーテル。
【請求項９】
　前記モノリシックカテーテルシース本体の遠位部分は、前記モノリシックカテーテルシ
ース本体の近位部分よりも大きな可撓性を有する請求項１に記載のカテーテル。
【請求項１０】
　前記モノリシックカテーテルシース本体のデュロメータは、不均一回転ゆがみを減少す
るために、前記モノリシックカテーテルシース本体の長さ方向に沿って変化する請求項１
に記載のカテーテル。
【請求項１１】
　前記ガイドワイヤルーメンは、前記近位部分から前記モノリシック遠位先端へ変化する
直径を含む請求項１に記載のカテーテル。
【請求項１２】
　前記回転駆動シャフトは、回転駆動シャフトルーメンを画成する請求項１に記載のカテ
ーテル。
【請求項１３】
　前記複数のワイヤは、金属製である請求項５に記載のカテーテル。
【請求項１４】
　前記近位のハイポチューブシャフトがメタルハイポチューブシャフトである請求項１に
記載のカテーテル。
【請求項１５】
　前記メタルハイポチューブシャフトは、ニチノールを備える請求項１４に記載のカテー
テル。
【請求項１６】
　前記回転駆動シャフトの前記近位のハイポチューブシャフトは、不均一回転ゆがみを減
少するために、前記回転駆動シャフトの前記遠位の撚線中空コアシャフトに同軸式に連結
される請求項１４に記載のカテーテル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に、生体内撮像用の機器に関する。特に、管腔系を含む哺乳類の身体内で
撮像するための、たとえば、心臓血管系、末梢血管系および神経血管系を含むがそれらに
限定されない血管系を撮像するためのカテーテルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血管内撮像では、ケーブルおよびシャフトが血管内を回転するとき、結合および／また
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は潰れのため、均一な回転速度を達成し維持するのが困難である。モータが均一な角速度
で回転しても、血管内プローブは、不均一な角速度で回転する。これは、画像ベクトルを
体腔の断面画像に組み立てる際に画像処理プロセッサによって想定される角度が、画像ベ
クトルが取られる実際の角度とは異なるため、問題である。これは、血管の断面画像を、
方位角および半径方向でゆがませる。結果として生じたゆがみは、不均一回転ゆがみ（「
ＮＵＲＤ」）と称される。本願に開示された実施形態は、これらの問題および他の問題を
解決しようと試みる。
【発明の開示】
【０００３】
　前述および他の特徴ならびに利点は、添付の特許請求の範囲によって定義される。例示
的な実施形態の下記の詳細な説明は、添付の図面と併せて読まれるが、限定するものでは
なく、単に例示的なものであり、範囲は、添付の特許請求の範囲およびその等価物によっ
て定義される。
【０００４】
　生体内撮像用カテーテルは、モノリシック無傷先端を通って進むガイドルーメンを有す
るモノリシック無傷先端で終端するモノリシック外側シースを備える。生体内撮像用カテ
ーテルは、回転運動を与えるためにカテーテルモノリシック外側シースの中心ルーメンを
通って進む回転駆動シャフトを備える。
【０００５】
　図面の前述の記載は、図面をより完全に理解するために提供される。しかし、実施形態
は、示された正確な配置および構成に限定されないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】１つの実施形態にしたがった撮像カテーテルの部分切欠図である。
【図２ａ】１つの実施形態にしたがったＯＣＴ撮像カテーテルの遠位端を示す図１のＡの
部分拡大図である。
【図２ｂ】光学装置の断面図である。
【図３ａ】モノリシックカテーテルシースのモノリシック遠位先端およびガイドワイヤル
ーメンの実施形態の側立面断面図である。
【図３ｂ】モノリシックカテーテルシースの１つの実施形態の側立面断面図である。
【図４】ガイドワイヤルーメンを形成する前のモノリシックカテーテルシースの１つの実
施形態の遠位端の側断面図である。
【図５】シースルーメンおよびガイドワイヤルーメンをファントムの形態で描くモノリシ
ックカテーテルシースの斜視図である。
【図６ａ】カテーテルモノリシック外側シースの１つの実施形態の概略断面図である。
【図６ｂ】シースルーメンおよびガイドワイヤルーメンならびにシースルーメンをファン
トムの形態で描くカテーテルモノリシック外側シースの１つの実施形態の斜視図である。
【図７ａ】シースルーメンおよびガイドワイヤルーメンをファントムの形態で描くカテー
テルモノリシック外側シースの１つの実施形態の斜視図である。
【図７ｂ】シースルーメンおよびガイドワイヤルーメンをファントムの形態で描くカテー
テルモノリシック外側シースの１つの実施形態の斜視図である。
【図８ａ】カテーテルモノリシック外側シースの１つの実施形態の概略断面図である。
【図８ｂ】ガイドワイヤルーメンおよび光学装置をファントムの形態で描くカテーテルモ
ノリシック外側シースの１つの実施形態の斜視図である。
【図９ａ】回転駆動シャフトの１つの実施形態の図である。
【図９ｂ】回転駆動シャフトの１つの実施形態の断面斜視図である。
【図１０ａ】回転駆動シャフトの１つの実施形態の側立面図である。
【図１０ｂ】撚線中空コアシャフトの１つの実施形態の側立面図である。
【図１１ａ】曲げ力Ｆを受けるチューブの斜視図である。
【図１１ｂ】血管のカーブを横切るカテーテルの断面図である。
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【図１１ｃ】ハイポチューブの内径（ＩＤ）および外径（ＯＤ）の断面図である。
【図１２ａ】回転駆動シャフトの１つの実施形態の捩り／曲げ率を例示するグラフである
。
【図１２ｂ】回転駆動シャフトの１つの実施形態の捩り／曲げ率を例示するグラフである
。
【図１３】カテーテルシステム用のＮＵＲＤマスクの概略斜視図である。
【図１４ａ】中等度のＮＵＲＤを有するカテーテル用のＮＵＲＤマスクの記録された矩形
ＯＣＴ画像である。
【図１４ｂ】１回転用の撮像ビームの角位置対時間のグラフであり、Ｘ軸（試料番号）は
カテーテル内側部材の単一回転における角度に等しく、Ｙ軸はＡスキャン数であり、１完
全回転が１０００Ａスキャンに対応する。
【図１５ａ】最小ＮＵＲＤを有するカテーテル用のＮＵＲＤマスクの記録された矩形ＯＣ
Ｔ画像である。
【図１５ｂ】１回転用の撮像ビームの角位置対時間のグラフであり、Ｘ軸（試料番号）は
カテーテル内側部材の単一回転における角度に等しく、Ｙ軸はＡスキャン数であり、１完
全回転が１０００Ａスキャンに対応する。
【図１６ａ】ＮＵＲＤマスクの極ＯＣＴ画像である。図１６ａは、真っ直ぐな血管内のカ
テーテルを示し、ＮＵＲＤは小さい。
【図１６ｂ】ＮＵＲＤマスクの極ＯＣＴ画像である。図１６ｂは、遠位端で鋭い９０曲げ
のＮＵＲＤマスクを有するカテーテルを示し、ＮＵＲＤは小さい。
【図１６ｃ】ＮＵＲＤマスクの極ＯＣＴ画像である。図１６ｃは、堅固な弁内の曲がりく
ねったモデルＬＡＤコパイロットのカテーテルを示し、ＮＵＲＤ値は小さい。
【図１７ａ】ステントが置かれたブタ冠状動脈内で記録された生体内極画像であり、同一
画像におけるシミュレートされたＮＵＲＤ効果を例証する。
【図１７ｂ】ステントが置かれたブタ冠状動脈内で記録された生体内極画像であり、同一
画像におけるシミュレートされたＮＵＲＤ効果を例証する。
【図１７ｃ】ステントが置かれたブタ冠状動脈内で記録された生体内極画像であり、同一
画像におけるシミュレートされたＮＵＲＤ効果を例証する。
【図１８】近位モータシステムに連結されたカテーテル１０の概略図である。
【図１９】角位置対回転時間のグラフである。
【図２０ａ】厚さＳを含む静止シースの外壁の断面図である。
【図２０ｂ】ＮＵＲＤが存在するときに、幾何学的画像ゆがみを有する静止シースの外壁
の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　方法、機器およびシステムは、方法、機器およびシステムの下記の詳細な説明、非限定
的な実施形態、および、添付の図面を参照することによって、より容易に理解することが
できる。
【０００８】
　特に、図１を参照すると、モノリシック外側シース２０であって、実質的にモノリシッ
ク外側シース２０の長さ全体に延出する中心シースルーメンを含むモノリシック外側シー
ス２０と、モノリシックに形成された可撓性先端２８とを備えるカテーテル１０が描かれ
ている。「モノリシック」または「モノリシックに形成された」という用語は、熱結合、
化学結合または機械結合によって形成される結合部または接合部がないことである。
【０００９】
　カテーテル１０は、生体内撮像のために、特に、解剖学的通路、たとえば、心臓血管路
、神経血管路、胃腸路、尿生殖路または他の解剖学的管腔構造等を撮像するために構成さ
れる。カテーテル１０は、画像診断機器に連結され、１つの実施形態において、画像診断
機器は、光干渉断層（「ＯＣＴ」）システムである。ＯＣＴは、マイクロメートルスケー
ルの分解能で表層組織構造物を撮像するための光干渉技術である。別の実施形態において
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、画像診断機器は、超音波画像診断機器であり、たとえば、血管内超音波法（「ＩＶＵＳ
」）であり、単独であるか、ＯＣＴ画像診断機器と組み合わされるかのいずれかである。
ＯＣＴシステムは、波長可変レーザもしくは広帯域光源、または、対応する検出器を備え
た複数波長可変レーザ源を含んでもよく、スペクトロメータ系ＯＣＴシステム、または、
フーリエ領域ＯＣＴシステムであってもよく、それは、米国仮出願第６０／９４９，４６
７号に開示されており、参照して本明細書に組み込まれる。カテーテル１０は、同時撮像
するために、ＯＣＴ－ＩＶＵＳカテーテルによってＩＶＵＳと一体化されてもよく、それ
は、米国仮出願第６０／９４９，４７２号に記載されており、参照して本明細書に組み込
まれる。図１に示されるように、カテーテル１０は、音響装置または光学装置３０を収容
するモノリシック外側シース２０を備える。光学装置２０は、ｄの長さを含み、カテーテ
ル１０は、ＦＯＲＪ６０の遠位部分からカテーテルモノリシック外側シース２０の遠位モ
ノリシック先端２８へ、Ｄの長さを含む。使用の際には、光学装置３０は、光ファイバ回
転接合部６０（「ＦＯＲＪ」）を通って回転駆動シャフト４０および光ファイバ５０に連
結された外部回転駆動モータ（図示せず）の影響下で回転し、それによって、光学装置３
０も回転する。回転駆動シャフト４０は、駆動シャフトルーメンを含み、それを通って光
ファイバ５０が、同心円状にまたは同軸式に配置される。
【００１０】
　図１に示されるように、プラグインコネクタ６２が回転駆動シャフト４０の近位端に連
結され、カテーテル１０を回転駆動モータに連結する。プラグインコネクタは、サブスク
リプションチャネル（ＳＣ）－角度付物理接触（ＡＰＣ）コネクタを含んでもよく、より
低い挿入損失および後方反射を確実にする。ＦＯＲＪ６０は、ロータまたはステータ側部
に、ファイバピグテール、ＳＴ、ＦＣ、ＳＣ、ＦＣ／ＵＰＣレセプタクル、または、いず
れの組み合わせのレセプタクルを含んでもよい（ニュージャージー州、ローレンスビルの
プリンステル社（Ｐｒｉｎｃｅｔｅｌ））。あるいは、コネクタ６２は、回転駆動シャフ
ト４０に対して光ファイバを中心に置くために、センタリングブートを含んでもよい。セ
ンタリングブートは、光ファイバを受け入れるための第１のルーメンと、回転駆動シャフ
ト４０を受け入れるための第２のルーメンとを含む。ＦＯＲＪは、最小の挿入損失および
反射減衰量の性能で、放射光源（たとえば、波長可変レーザまたは広帯域エミッタ）との
光連通を維持しながら、光ファイバおよび回転シャフトの回転を可能にするために設けら
れる。回転駆動モータは、直流ブラシレスモータ等によって、回転運動を回転駆動シャフ
ト４０に与える。回転駆動モータは、回転駆動シャフト４０の３６０度回転のための毎分
回転数（ＲＰＭ）で回転してもよい。線状引き戻し機構もまた回転駆動シャフトに連結さ
れてもよく、これは、ステッピングモータを含んでもよい。モノリシック外側シース２０
は、回転駆動シャフト４０に対して、回転駆動モータのフレームに接続される永久的に加
えられた保持ビード４２の使用によって、固定して保持される。ビードは、第１のルーメ
ンと、第１のルーメンより小さな第２のルーメンとを含み、それによって、第２のルーメ
ンは第１のルーメンを通して連通する。１つの実施形態において、ビードは、単一の機械
加工されたアルミニウム部であり、機械的ねじ係合および接着剤によってモノリシック外
側シース２０に取り付けられる。
【００１１】
　回転駆動シャフト４０は、モノリシック外側シース２０の中心ルーメン内に同心円状に
または同軸式に配置され、実質的に中心ルーメンの長手方向長さＤに沿って延出する。回
転駆動シャフト４０とモノリシック外側シース２０の中心ルーメンとの間の同軸係合は、
回転駆動シャフト４０のＯＤをモノリシック外側シース２０のＩＤに整合させて達成され
てもよく、または、モノリシック外側シース２０のＩＤに対して回転駆動シャフトのＯＤ
を変動してもよい。回転駆動シャフト４０は、カテーテル１０の近位端に隣接した中心ル
ーメンの遠位端に対して近位の遠位端で終端する。光学装置３０は、回転駆動シャフト４
０によって担持され、光ファイバ５０は、駆動シャフトルーメンを通って回転駆動シャフ
ト４０の長さ方向を走る。回転駆動シャフト４０は、カテーテルシャフトの長さ全体に沿
って回転モータから光学装置３０へトルクの伝達を可能にする。そのようであるため、回
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転駆動シャフト４０は、十分な捩り剛性またはトルク性および側方向可撓性または屈曲を
有して、正確な撮像を確実にするためにＮＵＲＤを最小限にしながら、潜在的に曲がりく
ねった解剖学的経路を進むことができる。トルク性は、患者の血管系におけるカーブまた
は曲がり角を横切りながら、回転駆動シャフトの方向を変えたり回転させたりする能力で
ある。
【００１２】
　１つの実施形態において、回転駆動シャフト４０は、回転駆動シャフト４０の近位部分
上にまたは近位セクション全体上にハイポチューブメタルを含む。あるいは、回転駆動シ
ャフト４０は、回転駆動シャフト４０の実質的な長さを延出する撚線中空コアシャフトを
含む。撚線中空コアシャフトは、複数の螺旋状に巻かれたワイヤストランドを備えてもよ
く、それにより、回転駆動シャフトの機械的回転は、螺旋状ワイヤストランドと同一方向
となる。撚線中空コアシャフトは、内側撚線駆動シャフトおよび外側撚線駆動シャフトを
含んでもよく、外側撚線駆動シャフトは、内側撚線駆動シャフトとは反対の螺旋方向に巻
かれる。保護軸受７０は、撚線中空コアシャフトまたはハイポチューブメタルのいずれか
に連結されてもよい。撚線中空コアシャフト、ハイポチューブメタルまたはそれらの組み
合わせが、十分な側方向可撓性を提供して、非常に曲がりくねった解剖学的通路、たとえ
ば、大動脈弓および冠状動脈を通って接近するのを確実にする。別の実施形態において、
ハイポチューブメタルは、撚線中空コアシャフトの近位部分上にまたは近位セクション全
体上に、同心円状にまたは同軸式に嵌る。撚線中空コアシャフト上にハイポチューブメタ
ルを同軸式に嵌めることは、撚線中空コアシャフトのＯＤが、ハイポチューブメタルチュ
ーブのＩＤから約０．００１～０．００９インチ変動させることによって達成されてもよ
い。このようにして、高可撓性撚線中空コアシャフトは、カテーテルのより遠位端で比較
的可撓性の低いハイポチューブメタルによってＮＵＲＤを減少し、より大きな遠位端屈曲
または側方向可撓性を可能にする。可撓性を維持しながら、回転駆動シャフトはまた、押
しやすさ、すなわち、カテーテルまたは患者に損傷を与えたり、閉塞したり、捩れたり、
潰されたりすることなく、患者の血管系を通って効率的に且つ容易に押されるカテーテル
の能力も維持する。
【００１３】
　別の実施形態に従うと、回転駆動シャフト４０は、撚線中空コアシャフトのセクション
とほぼ重なる取付で取り付けられた短くされたハイポチューブメタルシャフトを含み、ハ
イポチューブメタルと撚線中空コアシャフトとの間の外径にほんのわずかな不一致があり
、それぞれの端セクションの間に同心円状または同軸式の係合および取付を可能にする。
あるいは、ハイポチューブメタルおよび撚線中空コアシャフトは、ほぼ同一の外径を有し
てもよく、端同士の接続、たとえば、その間の突合せ溶接等を可能にする。撚線中空コア
シャフトは、ハイポチューブメタルシャフトに連結されるときには、単一層一方向および
複数層方向の巻線構成を含む。
【００１４】
　モノリシック外側シース２０の１つの実施形態において、モノリシック外側シースの少
なくとも一部が、光学的に透明なポリマーから作られ、たとえば、ペルフルオロアルコキ
シ（ＰＦＡ）ポリマー、遠位端でポリエーテルブロックアミド（Ｐｅｂａｘ（登録商標ペ
バックス））で部分的に覆われたポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、または、テ
トラフルオロエチレンおよびヘキサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）等である。光
学的に透明なポリマーは、撮像に使用される光のスペクトル領域で透明である。潤滑性、
可撓性、光学的透明性、生体適合性および滅菌適性の類似特性を有する類似の生体適合性
の光学的に透明なポリマーを代替的に利用して、カテーテルシャフトを形成してもよい。
１つの実施形態に従うと、ＦＥＰを使用してカテーテルシースを作る。カテーテルシース
は、中心ルーメンが、いずれの介入結合部もなしで、無傷モノリシック先端で終端するよ
うに、モノリシック式に作られる。無傷とは、傷害または損傷をもたらさないことである
。図２ｂに示されるように、迅速交換ガイドワイヤルーメン２２が、無傷モノリシック先
端内に全体的に形成され、近位ガイドワイヤポートおよび遠位ガイドワイヤポートの両方
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が、カテーテルシースの中心ルーメンの終端の遠位でガイドワイヤルーメンに接近する。
ガイドワイヤは薄いワイヤであり、その上にカテーテルがある。
【００１５】
　図２ａに示されるように、ガイドワイヤルーメン２２は、モノリシック外側シース２０
の遠位部分に形成され、一方、中心シースルーメン３２は、モノリシック外側シース２０
の遠位部分から近位に延出する。ガイドワイヤルーメン２２は、ガイドワイヤ出口２４お
よびガイドワイヤ入口２６を含む。ガイドワイヤルーメン２２は、ガイドワイヤ（図示せ
ず）が迅速に交換され得、カテーテルシース２０の中心ルーメン内で光学装置３０、回転
駆動シャフト４０または保護軸受７０の回転運動に干渉しないように、中心シースルーメ
ン３２の遠位終点に全体的に位置決めされる。
【００１６】
　別の実施形態に従うと、回転駆動シャフト４０は、保護軸受７０を含み、これは、図２
ｂに示されるように、カテーテル１０の遠位端に遠位端光学部品または遠位端音響部品を
収容する。保護軸受７０は、遠位端光学部品上に同軸式に装着されてもよく、または、代
替的に、遠位端光学部品上に成形されてもよく、または、遠位端光学部品が保護軸受７０
内に成形されてもよい。保護軸受７０は、保護軸受７０の遠位端光学部品との１：１回転
を確実にするために、遠位端光学部品に同軸式に係合する直径を含んでもよい。１つの実
施形態において、保護軸受７０は、プラチナ／イリジウムチューブを含んでもよく、開口
９２を備えて形成される。開口は、光が開口９２を通って進み、図２ｂに示されるように
、撮像されている試料と光学的に連通するのを可能にするために、プリズム９０と光学的
に整列配置して位置決めされてもよい。プラチナ／イリジウムチューブは、約７５～９７
％のプラチナおよび約３～２５％のイリジウムを備えてもよく、これは、放射線不透過性
を提供する。あるいは、回転駆動シャフトのメタルハイポチューブが保護軸受７０に取っ
て代わり、メタルハイポチューブは、遠位端光学部品上を同軸式に延出し、遠位端光学部
品用の開口を含む。あるいは、保護軸受７０は、他の金属であるニチノール、すなわち、
ニッケルチタン合金を含んでもよく、または、別の疑似金属生体適合性合金、たとえば、
ステンレス鋼、タンタル、金、プラチナ、チタン、銅、ニッケル、バナジウム、その亜鉛
金属合金、銅亜鉛アルミニウム合金、および、それらの組み合わせを含んでもよく、可視
参照点を提供するために放射線不透過性マーカーを備える。あるいは、保護軸受７０は、
保護軸受７０の滑らかな回転平行移動を確実にするために、エポキシの丸みを帯びた先端
を含んでもよい。あるいは、保護軸受７０は、保護軸受の遠位ルーメンの遠位部分内に軸
受プラグ７４を含む。軸受プラグ７４は、保護軸受７０の遠位部分内に同軸式に嵌っても
よく、または、接着剤、溶接等によって固定されてもよい。軸受プラグ７４は、金属材料
、あるいは金属／ポリマー材料、あるいはステンレス鋼を含んでもよい。
【００１７】
　１つの実施形態に従うと、光学装置３０は、図２ａに示されるように、モノリシック外
側シース２０と、回転駆動シャフト４０に連結した光ファイバ５０と、光ファイバ５０の
遠位端にフェルール／屈折率分布型レンズ（「ＧＲＩＮ」）アセンブリ８０を収容する保
護軸受７０とを含む。フェルール／ＧＲＩＮアセンブリ８０は、プリズム９０またはミラ
ーに光学的に連結され、光ファイバ５０とフェルール／ＧＲＩＮアセンブリと撮像されて
いる試料との間に光を導く。光学装置３０の遠位端、すなわち、遠位端光ファイバ５０、
フェルール／ＧＲＩＮレンズアセンブリおよびプリズム９０は、すべて保護軸受７０内に
固定され、カテーテルシース２０の中心ルーメン３２内で、回転駆動シャフト４０の影響
下で、保護軸受７０とともに回転する。使用の際には、光学装置３０は、ＦＯＲＪ６０を
通って回転駆動シャフトおよび光ファイバに連結された外部回転駆動モータの影響下で回
転し、それによって、フェルール／ＧＲＩＮレンズ８０アセンブリおよびプリズム９０も
回転させ、傾斜して且つモノリシック外側シース２０のまわりに３６０度にわたって光エ
ネルギー９４を放出する。
【００１８】
　図２ｂに示されるように、フェルール／ＧＲＩＮアセンブリ８０は、ＧＲＩＮレンズ８
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２およびフェルール８４を含む。光ファイバ５０は、コアとクラッドとバッファとを含ん
でもよく、フェルール８４に光学的に連結される。フェルール８４は、ＧＲＩＮレンズ８
２およびプリズム９０に光学的に連結され、光ファイバ５０とＧＲＩＮレンズ８２と撮像
されている試料との間に光を伝達する。光ファイバ５０の遠位端のフェルール８４は、光
ファイバ５０の遠位端を支持しそこで終端し、光ファイバ５０はフェルール８４内で同軸
式に嵌められてもよい。フェルールはルーメンおよびテーパ状クラッドを含んでもよく、
光ファイバ５０のコアを同軸式に連結する。光ファイバ５０のコアがフェルール８４に連
結されるときには、ファイバ５０はバッファを含まなくてもよい。光ファイバ５０は、光
ファイバおよびフェルールの同軸式整列配置を提供するように、光学グルー、硬化接着剤
等で、点８６でフェルール８４に注封されてもよく、または、接着式に固定されてもよい
。ＧＲＩＮレンズ８２は、たとえば光学的に透明な接着剤によって、点８８でフェルール
８４の遠位表面に光学的に連結される。ＧＲＩＮレンズ８２およびフェルール８４は、斜
め係合を含んでもよく、フェルール８４の遠位端の角度のずれは、ＧＲＩＮレンズ８２の
近位端の角度のずれに整合する。プリズムまたはミラー９０は、たとえば光学的に透明な
接着剤によって、点９８でＧＲＩＮレンズ８２の遠位表面に光学的に連結される。ＧＲＩ
Ｎレンズ８２の遠位表面は、斜めのずれを含んでもよい。プリズム９０は、直角プリズム
を含んでもよく、プリズム角度は、シースによって導入される非点収差のバランスを提供
するように作られてもよい。光学経路が、回転駆動シャフト４０、カテーテルシース２０
および保護軸受７０の長手方向軸に沿って形成される。プリズムまたはミラー９０は、３
６０度にわたって撮像されている身体組織と連通するためにモノリシック外側シース２０
の光学的に透明な部分を通って、光の少なくとも幾分かの部分を中心長手方向軸から離れ
て略半径方向に外向きに再方向づけるように働く。
【００１９】
　入射光の幾分かは、半径方向に外向きに再方向づけられなくてもよい。プリズム角度は
、カテーテルシースによって導入される非点収差のバランスを提供するように作られても
よい。入射光は、必ずしもすべてが撮像のために使用されなくてもよく、追加光学エネル
ギービームは治療目的であるか、または、おそらく何らかの他のエネルギー源用であり、
これは、参照して本明細書に組み込まれる同一出願人によって２００８年３月２８日に出
願された発明の名称「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｓｉｍｕｌ
ｔａｎｅｏｕｓ　Ｈｅｍｏｇｌｏｂｉｎ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　ａｎｄ　ＯＣＴ　Ｓｃａｎ　ｏｆ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａｒｔｅｒｉｅｓ，Ｔｈ
ｒｏｍｂｕｓ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ，ａｎｄ　ＯＣＴ　Ｆ
ｌｕｓｈｉｎｇ」、出願番号第６１／０４０，６３０号に開示されている。あるいは、カ
テーテルは、参照して本明細書に組み込まれる同一出願人によって２００８年５月７日に
出願された仮出願番号第６１／０５１，３４０号に記載されているような空気で満たされ
たシースを含んでもよい。
【００２０】
カテーテルシース：
　図３ａに示されるように、モノリシック外側シース２０の１つの実施形態は、積層構造
１００を形成するために、外側層１１０および内側層１２０を含んでもよい。外側層１１
０は、カテーテルシースの近位部分に沿って実質的に長さ方向に延出するＰｅｂａｘ（登
録商標）から作られてもよく、外側層１１０は、内側層１２０に対してより大きな構造的
剛性を提供する。内側層１２０は、ＰＴＦＥから作られてもよく、ＰＴＦＥ内側層１２０
は、Ｐｅｂａｘ（登録商標）外側層１１０から遠位に延出しもっとも遠位のセクションを
形成し、これは、光学的に透明かつ可撓性であり、試料への光学的連通を可能にし、解剖
学的通路内での挿入または引き込み中にカテーテルのより大きな通過可能性を可能にする
。あるいは、所与の例では、様々な他の材料、たとえばＦＥＰを、ＰＴＦＥの代わりに使
用することができる。図３ｂは、中実のモノリシックに形成された先端２８、および、基
部層１３０および頂部層１４０を示す。基部層１３０は、実質的にカテーテルシースの基
部に沿ってＰｅｂａｘ（登録商標）から作られてもよく、頂部層１４０に対してより大き
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な構造的剛性を提供する。より大きな構造的剛性は、モノリシック外側シースに、モノリ
シック外側シースの近位部分に沿ったより大きな押しやすさを可能にする。あるいは、基
部層１３０は、プラグ１３２を含んでもよい。プラグ１３２は、保護軸受７０がモノリシ
ック外側シース２０に係合するときに、保護軸受７０の間に空間を含んでもよい。プラグ
１３２は、モノリシック外側シース２０の遠位端へ可撓性を増加させるために、シースル
ーメンの遠位部分との斜め係合を含んでもよい。プラグ１３２は、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ等を
含むがそれらに限定されないポリマー材料を含んでもよい。頂部層１４０は、ＰＴＦＥか
ら作られてもよく、ＰＴＦＥ頂部層１４０は、Ｐｅｂａｘ（登録商標）基部層１３０から
遠位に延出し、これは、曲がりくねった経路を進むためにモノリシック外側シースの遠位
端に沿ってより大きな可撓性を提供する。あるいは、モノリシックシース２０の層は、進
む間の滑らかな移行のため且つ摩擦が少ないように、外側層または内側層のいずれかにコ
ーティングを含む。そのようなコーティングは、生体適合性であってもよく、重合体でも
、食塩水等であってもよい。
【００２１】
　図４は、ガイドワイヤルーメン２２が形成されるのに先立つモノリシック外側シース２
０を示す。１つの実施形態において、中実モノリシック形成先端２８は、まず、管状カテ
ーテルシース前駆体１５０を提供し、好ましくは、成形マンドレルを管状カテーテルシー
ス前駆体１５０の中心シースルーメン１５２に置き、次いで、中実先端１５４を所望の形
状に熱成形することによって形成される。熱成形は、熱可塑性シートを形成する任意のプ
ロセスであり、これは、シートを加熱することと、これを金型表面上に付すこととから構
成される。シートまたはフィルムは、赤外線、天然ガスまたは他の加熱器の間で、その成
形温度へ加熱され、次いで、温度制御された単一表面金型上にまたはその中に伸ばされる
。シートは、冷却されるまで金型表面に対して保持され、次いで、成形された部分がシー
トから切り取られる。熱成形には数種類のカテゴリーがあり、真空成形、加圧成形、ツイ
ンシート成形、ドレープ成形、フリーブロー成形、シンプルシートベンディング等を含む
。モノリシック先端２８の形状は、丸みを帯びてもよく、放射線状でも、テーパ状でもよ
く、または、形成された無傷遠位端を備えた略円錐台形であってもよい。放射線状先端は
、外側シースＯＤの半径から派生する湾曲の角度を含み、湾曲の角度または程度は、半径
の逆数（１／Ｒ）に等しい。
【００２２】
　ガイドワイヤルーメン１５６は、図５にファントムの形態で示されるように、次いで、
中実遠位先端２８を曲げて、遠位端を通って角度をつけて遠位先端の側面へ真っ直ぐな穴
をドリル開けし、次いで、先端で曲げを解放し、遠位端および近位側部ガイドワイヤポー
トおよび湾曲したルーメンを提供することによって形成されてもよい。あるいは、先端は
、適切な金型を提供することによって、熱成形プロセス中にガイドワイヤルーメン１５６
を備えて形成されてもよい。結果として得られたガイドワイヤルーメン１５６は、真っ直
ぐな長手方向軸を維持してもしなくてもよく、長手方向軸は、図５にファントムの形態で
示されるように、シース２０のｘ軸に沿って走る。１つの実施形態において、ガイドワイ
ヤルーメン１５６は、真っ直ぐな長手方向軸１６０および非長手方向軸１６２を含む。真
っ直ぐな長手方向軸１６０は、幾分長さが、カテーテルシース本体の近位部分に沿って含
まれ、ガイドワイヤ入口１６２に関連づけられる。非長手方向軸１６２は、幾分長さが、
カテーテル本体の近位部分に沿って含まれ、ガイドワイヤ出口１６４に関連づけられる。
ガイドワイヤ出口近傍の非長手方向軸１６２の角度値は、ガイドワイヤの迅速交換を提供
し且つガイドワイヤの捩れまたは潰れを提供しない、長手方向軸１６０に対していずれの
角度であってもよい。１つの実施形態において、非長手方向軸の長手方向軸に対する湾曲
の角度または程度は、約０．１～１０度、約１～８度、または、約１．５～６度である。
【００２３】
　モノリシック外側シース２０は、解剖学的通路内の組織を刺激または損傷することがあ
るか、または、カテーテルを引き抜くか進めるかの間にガイドカテーテルに干渉すること
がある不均一な表面を含まないか、または、その可能性があり、分離して危険なほど塞栓
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を生じさせることがある結合部を含まず、シースからまたはシース内に流体を漏らすこと
がある結合部を含まない。モノリシック構造のため、外側カテーテルシースの中心ルーメ
ンは、（ａ）モノリシック外側シースと回転シャフトとの間に潤滑を提供し、（ｂ）空気
と比較して液体のより低い屈折率不整合によって、内側シース表面の円筒形曲率から生じ
る光学的非点収差を減少し、（ｃ）カテーテルへ追加カラム強度および捩れ抵抗を提供し
、（ｄ）ＮＵＲＤを粘性減衰し、（ｅ）回転における不均一性を安定させるか減衰するた
めに、負の捩れフィードバックを提供するように働くことができる流体で満たされてもよ
い。
【００２４】
　カテーテル外側シースおよびモノリシック無傷先端のモノリシック設計は、モノリシッ
ク外側シースの長さ方向に沿って材料特性の異なる設計をさらに可能にする。たとえば、
カテーテルシースのデュロメータは、シース前駆体材料の製造中にカテーテルシースの長
さ方向に沿って変動してもよく、カテーテルシースの内径および／または外径は、たとえ
ばテーパリングによって、連続したモノリシックチューブの長さ方向に沿って変動するよ
うに作られてもよく、カテーテルシースの壁厚および付随する可撓性プロファイルは、カ
テーテルシースの長手方向長さに沿って変動してもよく、または、カテーテルシースは、
たとえば、編み材料、同心補強材たとえば別の重ね合わせチューブ、または、これらの組
み合わせを加えることによって、カテーテルシースの長手方向軸に沿って可撓性プロファ
イルを変えるように可変的に補強されてもよい。編み材料は、従来の編み機から形成され
たポリマーであってもよい。デュロメータは、永久押込に対する材料の抵抗として定義さ
れる材料の硬度である。２つのもっとも一般的なスケールは、わずかに異なる測定システ
ムを使用するが、ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０タイプＡおよびタイプＤスケールである。Ａスケ
ールは、より柔らかなプラスチック用であり、一方、Ｄスケールは、より硬いもの用であ
る。しかし、ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０－００検査標準は、意図される用途に応じて、合計１
２種類必要とし、すなわち、タイプＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、ＤＯ、Ｅ、Ｍ、Ｏ、ＯＯ、ＯＯＯ、
ＯＯＯ－ＳおよびＲである。各スケールは、結果として、０から１００の間の値になり、
より高い値は、より硬い材料を示す。
【００２５】
　モノリシックカテーテルシース２００の別の実施形態が、図６ａに示される。モノリシ
ックカテーテルシース２００は、シースルーメン２１０と、ガイドワイヤルーメン２２０
と、モノリシック無傷先端２３０とを含む。シースルーメン２１０は、光学装置３０を配
置するために丸みを帯びた遠位端２１２を含む。シースルーメン２１０は、実質的にモノ
リシックカテーテルシース２００のｘ軸方向に沿った長手方向軸を含む。ガイドワイヤル
ーメン２２０は、ガイドワイヤ出口２２２と、ガイドワイヤ入口２２４と、遠位マーカー
帯２２６とを含む。遠位マーカー帯２２６は、放射線不透過性材料製である。ガイドワイ
ヤルーメン２２０は、直径２３６を含み、これは、ガイドワイヤルーメン２２０の長手方
向長さに沿って一定のままであってもよい。ガイドワイヤルーメン２１０の長手方向軸は
、わずかな角度Ａをなし、シースルーメン２１０の長手方向軸からずれている。ずれ角度
Ａは、約１～２０度、約１～５度、および、約２～４度であってもよい。ずれ角度Ａは、
ガイドワイヤとカテーテル本体との間の空間を最小限にし、これは、ガイドワイヤがステ
ントを横切るときにガイドワイヤがもつれる機会を最小限にするのを助ける。カテーテル
シース２００はまた、ガイドワイヤルーメン２２０とシースルーメン２１０との間に中実
材料製のバッファ２４０も含み、流体の通過およびガイドワイヤルーメン２２０がシース
ルーメン２１０からずれるのを防止する。ガイドワイヤルーメン２２０は、ガイドワイヤ
（図示せず）が自由に通過するのを可能にするように、長手方向軸に沿ってほぼ真っ直ぐ
である。ガイドワイヤルーメン２００は、少なくとも２つの厚さを含むガイドワイヤルー
メン壁２２８を含む。１つの実施形態において、ガイドワイヤルーメン壁２２８は、ガイ
ドワイヤ出口２２２近傍に第１の厚さ２３２を含み、これは、ガイドワイヤ入口２２４近
傍の第２の厚さ２３４よりもわずかに大きい。ガイドワイヤ出口２２２近傍の第１の厚さ
のガイドワイヤルーメン壁２２８は、モノリシックカテーテルシース２００に均一に歪を
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分布し、ガイドワイヤ出口２２２でガイドワイヤが捩れるのを防止する。モノリシックカ
テーテルシース２００の外側の透明な外観は、図６ｂに示され、シースルーメン２１０お
よびガイドワイヤルーメン２２０をファントムの形態で示している。
【００２６】
　図７ａファントムの形態で示されるように、モノリシックカテーテルシース２００の別
の実施形態において、フラッシングポート２５０が、シースルーメン２１０およびカテー
テルシース２００の外部に連結される。シースルーメン２１０とカテーテルシース２００
の外部との間のフラッシングポート２５０は、オペレータがシースルーメン２１０から空
気または任意の流体を流し出すのを可能にする。モノリシックカテーテルシース２００は
、洗浄流体を提供するためにカテーテルシース２００の近位端に標準ルア接続を使用して
もよい。ルア接続システムは、カテーテル、ＩＶチューブ等を互いに取り付ける標準的な
やり方であり、丸いオスおよびメスの噛み合いチューブであり、わずかにテーパ状にされ
て、簡単な圧力嵌め／捩り嵌めを用いてでも、より良好に一緒に保持する。ルア接続は、
ルアスリップであり得、または、ねじ切りの追加外側リムを有し得る。あるいは、モノリ
シックカテーテルシース２００の実施形態は、図７ｂにシルエットで示されるように、ガ
イドワイヤルーメン２２０およびシースルーメン２１０に連結されたフラッシングポート
２５２を含み、オペレータがシースルーメン２１０から空気または流体を流し出すのを可
能にする。
【００２７】
　モノリシックカテーテルシース３００の別の実施形態が、図８ａに示される。モノリシ
ックカテーテルシース３００は、シースルーメン３１０と、ガイドワイヤルーメン３２０
と、プラグ３３０とを含む。シースルーメン３１０は、実質的にモノリシックカテーテル
シース３００のｘ軸方向に沿った長手方向軸を含む。シースルーメン３１０は、駆動シャ
フト３１４およびＯＣＴ撮像ポート３１６に連結された保護軸受３１２を収容する。ガイ
ドワイヤルーメン３２０は、ガイドワイヤ出口３２２と、ガイドワイヤ入口３２４と、湾
曲３２６ずれルーメンとを含む。ガイドワイヤルーメン３２０の遠位部分は、カテーテル
シース３００のｘ軸に沿った長手方向軸を含む。カテーテルシース３００はまた、ガイド
ワイヤルーメン３２０とシースルーメン３１０との間に中実材料製のプラグ３３０も含み
、流体の通過を防ぎ、ガイドワイヤルーメン３２０をシースルーメン３１０の位置からず
らせる。湾曲ルーメン３２６は、ガイドワイヤルーメンの遠位長手方向軸およびシースル
ーメン３１０の長手方向軸からずれている。湾曲３２６ずれは、ガイドワイヤ（図示せず
）とモノリシックカテーテル本体との間の空間を最小限にし、これは、ワイヤがステント
および曲がりくねった経路を横切るときにワイヤがもつれるのを最小限にするのを助ける
。モノリシックカテーテルシース３００実施形態の外側の透明な外観は、図８ｂに示され
、シースルーメン３１０、ガイドワイヤルーメン３２０および湾曲ルーメン３２６をファ
ントムの形態で示す。
【００２８】
回転駆動シャフト：
　次に、図９～１１を参照すると、回転駆動シャフト４０の代替の実施形態が例示される
。上で検討されたように、回転駆動シャフト４０は、ＮＵＲＤを最小限にしながら、遠位
端光学装置および光学機器を回転モータに接続し、回転トルクを遠位端光学機器に伝達す
る。図９ａに示されるように、回転駆動シャフト４０は、全体が、ハイポチューブメタル
駆動シャフト４００、撚線中空コアシャフト５００、または、撚線中空コアシャフト５０
０が結合されたハイポチューブメタル駆動シャフト４００の組み合わせ、または、ハイポ
チューブメタル駆動シャフト４００および撚線中空コアシャフト５００の交互の組み合わ
せを備えてもよい。ハイポチューブメタル駆動シャフトは、ニチノール、すなわち、ニッ
ケルチタン合金を含んでもよく、または、別の疑似金属生体適合性合金、たとえば、ステ
ンレス鋼、タンタル、金、プラチナ、チタン、銅、ニッケル、バナジウム、その亜鉛金属
合金、銅亜鉛アルミニウム合金、および、それらの組み合わせを含んでもよい。あるいは
、メタルハイポチューブシャフト４００は、メタルハイポチューブシャフト４００の近位
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端上に同軸式に連結された補強入れ子型内側アセンブリを含んでもよい。補強入れ子型内
側アセンブリは、座屈、曲げまたは剪断を防止するのに、メタルハイポチューブシャフト
４００よりも強い。補強入れ子型内側アセンブリは、センタリングブートに連結された金
属チューブステンレス鋼設計を含み、より長い推進能力を可能にし、フラッシ中に改良さ
れた液体シールを提供する。
【００２９】
　図９ｂに示されるように、撚線中空コアシャフト５００は、複数の螺旋状に巻かれた金
属ワイヤ５２０を含む撚線中空コアまたはルーメン５１０を備える。螺旋状に巻かれた金
属ワイヤ５２０は、外側表面および直径を含み、それは、約０．００２～約０．００５イ
ンチで存在してもよい。螺旋状に巻かれた金属ワイヤ５２０は、それぞれの外側表面にお
いて隣接した金属ワイヤに固定して係合される。螺旋状に巻かれた金属ワイヤ５２０の固
定係合は、撚線中空ルーメン５１０を完全に包含する。螺旋状に巻かれた金属ワイヤ５２
０を備えた撚線中空コアシャフト５００は、ばねコイルワイヤがそれ自体のまわりに螺旋
式に巻かれた単一の金属ワイヤから構成されるという点で、ばねコイルワイヤとは異なる
。螺旋状に巻かれた金属ワイヤ５２０が、撚線中空コアシャフト５００を形成するために
、いずれの数で存在してもよく、１つの実施形態では、螺旋構成において、約２～１５ワ
イヤ、約３～１２ワイヤ、または、約４～１０ワイヤである。個別の螺旋状に巻かれたワ
イヤ５２０は、唯一の金属フィラメントから構成されてもよい。しかし、個別の螺旋状に
巻かれたワイヤ５２０は、２つ以上の金属フィラメントを含んでもよい。螺旋状に巻かれ
た金属ワイヤ５２０は、ニチノール、すなわち、ニッケルチタン合金を備えてもよく、ま
たは、別の疑似金属生体適合性合金、たとえば、ステンレス鋼、タンタル、金、プラチナ
、チタン、銅、ニッケル、バナジウム、その亜鉛金属合金、銅亜鉛アルミニウム合金、お
よび、それらの組み合わせを備えてもよい。撚線中空コアシャフト５００は、螺旋状に巻
かれてもよく、その部分は、内側螺旋状撚線部分および外側螺旋状撚線部分から構成され
てもよい。内側螺旋状撚線部分は、外側螺旋状撚線部分とは反対方向に巻いてもよい。１
つの実施形態において、撚線中空コアシャフト５００は、ピックスパーインチ（ＰＰＩ）
を含む螺旋状に巻かれた構成を含んでもよく、螺旋状構成では、約５～１５、約７～１２
ＰＰＩおよび約８～１０ＰＰＩであってもよい。螺旋状に巻かれた構成は、回転駆動シャ
フトの長手方向軸に沿って交互の対称を有してもよく、たとえば、無限螺旋状対称、ｎ重
螺旋状対称および非循環螺旋状対称等である。撚線中空コアシャフト５００は、何らかの
生体適合性材料、たとえば、ＰＴＦＥまたは類似ポリマーがコーティングされてもよく、
モノリシックカテーテルシース内に潤滑性を提供する。
【００３０】
　回転駆動シャフト４０の遠位部は、撚線中空コア５００設計であってもよく、本体への
入口点に可撓性が必要とされる。回転駆動シャフト４０の近位部分から遠位部分へ、単一
層または二重層に巻かれた撚線中空コアが、近位部分であるハイポチューブメタル駆動シ
ャフト４００に含まれてもよく、可撓性遠位先端を有するように、単一層または二重層が
遠位部分に巻かれてもよい。
【００３１】
　ハイポチューブメタル駆動シャフト４００は、撚線中空コアシャフト５００と組み合わ
せて回転駆動シャフト４０の中心ルーメンの実質的に長手方向長さ全体に延出する中実壁
を含んでもよく、これは、（ａ）回転シャフトの捩り剛性を増加し、ＮＵＲＤを減少し、
（ｂ）カラム強度または軸方向剛性を増加してカテーテルアセンブリの押しやすさを改良
し、（ｃ）撚線またはコイル状の中空コアシャフトが、加えられた捩り力下で、ほどける
か分離する可能性を減少するか排除し、（ｄ）個別ストランドとモノリシック外側シース
との間で中断されたかまたはより集中した荷重移動を、中実壁のハイポチューブメタルシ
ャフトにわたって連続したより分布された荷重と取り換えることによって、摩擦インター
フェースを改良し、（ｅ）ハイポチューブメタルシャフトが、中実壁設計によって、流体
が満たされたカテーテルの近位セクション上でモノリシック外側シースに対して良好な流
体封止を提供する。
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【００３２】
　中実壁ハイポチューブメタル駆動シャフト４００は、図１０ａに例示されるように、代
替的に、ハイポチューブメタルシャフト４００の遠位端を撚線中空コアシャフト５００の
近位端に突合せ結合することによって、撚線中空コアシャフトとともに使用されてもよい
。２つの端の突合せ結合は、回転中に振動がほとんどないかまたはまったくないことを確
実にするために、溶接または接着剤によって達成されてもよい。あるいは、図１０ｂに例
示されるように、ハイポチューブメタルシャフト４００の一部が、撚線中空コア５００の
一部に、同心円状にまたは同軸式に係合するかまたは嵌められてもよい。同軸式に嵌める
ことは、ハイポチューブメタルシャフト４００と撚線中空コア５００との１：１回転を確
実にし、回転中に振動がほとんどないかまたはまったくないことを確実にする。撚線中空
コア５００は、保護軸受７０に同軸式に係合し、保護軸受は、エポキシの丸みを帯びた先
端７２を含んでもよく、保護軸受７０の滑らかな回転平行移動を確実にする。
【００３３】
　ハイポチューブメタルシャフト４００のより長いセクションを、回転駆動シャフト４０
の近位に使用して、ＮＵＲＤのより大きな減少を達成してもよい。その相対剛性のため、
ハイポチューブメタルシャフト４００の長さは、カテーテルの遠位可撓性に干渉してそれ
が曲がりくねった解剖学通路に進むのを防止するように、遠位にあまり遠くに延出するべ
きではない。ハイポチューブメタルシャフト４００の壁厚は、その長さ方向に沿って変動
してもよく、ハイポチューブメタルシャフト４００の長手方向軸に沿って可変剛性を与え
る。このようにして、より近位に形成されるものよりも、比較的薄い壁厚が、遠位に形成
されてもよく、ハイポチューブメタルシャフト４００の遠位端により大きな可撓性を与え
る。壁厚は、押出処理、機械的手段、たとえば、粉砕、アブレシブブラスト、旋削、化学
手段または電気化学手段によって、たとえば、電解研磨もしくはエッチング、または、前
述のものの組み合わせによって変化させてもよい。あるいは、スロット、穴または他の開
口部形状形成が、切断、エッチング、融蝕または他の手段によって形成されてもよく、管
状構造物内に設計を作成し、これは、実質的な捩り剛性を保持しながら、ハイポチューブ
メタルシャフト４００の遠位領域の付加的な可撓性を可能にする。
【００３４】
　回転駆動シャフト４０の設計は、下記の事項を含むことができる。すなわち、（１）所
与のセグメントを成す材料の材料タイプおよび形状配置、（２）カテーテルの近位部分か
ら遠位部分へ進むときの別個の材料セグメントの数、である。
【００３５】
　１つの実施形態において、回転駆動シャフト４０の設計は、近位端における材料の側方
向可撓性を特定の点へ設定することと、回転駆動シャフトの近位端から遠位セグメントへ
側方向可撓性を増加することとを含む。一般的に言えば、撮像のために使用されるときに
最大の幾何学的湾曲を経験するカテーテルの部分には、より高い側方向可撓性が望ましい
。加えて、回転駆動シャフトの直径は、回転駆動シャフトの近位端から遠位端へ徐々にま
たは段階的に小さくなってもよい。壁厚を減少することによって、または、ＩＤおよびＯ
Ｄ、または、ＩＤおよびＯＤの両方を減少することによって、回転駆動シャフトの直径は
より小さくなる。手術入口点におけるカテーテルの形状配置およびヒトの冠動脈区域の形
状配置は、一般に、これらの領域を、身体、大動脈弓且つ調べられている冠動脈血管に対
する手術入口点に置く。
【００３６】
　所与のセグメントにおける材料の材料タイプおよび形状配置は、回転駆動シャフトで変
化してもよい。回転駆動シャフトの所与のセグメントに、異なる形状配置が認識される。
例として、（１）均質固体（たとえば、ニチノール、ＰＥＥＫ、または、何らかのポリマ
ー）、（２）撚線中空コアシャフト（単一巻き、二重対立巻き、もしくは、三重コイル巻
き、または、一般に複数の巻き）、（３）編まれた複数の撚線中空コアシャフト、（４）
繊維複合材料（マトリクスの繊維）、（５）パターン化された固体（＃１パターン化され
た穴または開口部を備える）、および、（６）パターン化された複合材料（＃４パターン
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【００３７】
　１つの実施形態において、別個のセグメントの数は変化してもよい。２セグメントの回
転駆動シャフトは、近位部分にメタルハイポチューブシャフトを含み、遠位部分に撚線中
空コアを含む。他の可能性および組み合わせとして下記が挙げられるが、それらに限定さ
れない。すなわち、（１）メタルハイポチューブシャフトを近位に、および、選択された
穴パターンを備えたパターン化されたメタルハイポチューブシャフトを遠位にし、そこで
、中実メタルハイポチューブシャフトおよびパターン化されたメタルハイポチューブシャ
フトの側方向可撓性は、増加した可撓性のために近位部分から遠位部分へ行くに従い段階
的であってよい、（２）増加した繊維密度を備えた近位端のフィラメント巻きまたはファ
イバ補強の複合材料、および、減少した繊維密度（すなわち、増加した側方向可撓性を備
える）、または、近位端から遠位端へ行くに従い段階的に減少する繊維密度を備えた遠位
端の複合材料、（３）増加した繊維密度を備えた近位端の複合材料、中間部分のニチノー
ル、および、遠位端の撚線中空コアシャフト、である。任意のセグメントの間の結合部は
、たとえば、突合せ連結、溶接、エポキシ、または、他の結合技術によって端同士で結合
されてもよい。あるいは、結合部の重なり合うスタイルが使用されてもよく、すなわち、
オス－メス結合部であり、または、同軸係合、同心円状整列配置等である。結合部の重な
り合うスタイルのセグメントの接続は、溶接、接着剤、または、少なくとも１つの要素が
ポリマーである場合にオーバーモールドによって達成されてもよい。
【００３８】
　加えて、徐々にまたは段階的のいずれかの漸次的変化は、回転駆動シャフトの長さ方向
に沿った材料特性の変化によって達成されてもよい。たとえば、材料特性は、アニーリン
グ、炭化、または、熱処理およびその後の焼き入れ技術を含むがそれらに限定されない方
法を経た材料の弾性係数等が調整されてもよい。ニチノールの場合には、熱処理、冷間加
工、または、その組み合わせによって、長さ方向に沿って転移温度（Ａｆ）を調整しても
よい。Ｍｆは、マルテンサイトへの転移が冷却中に終了する温度である。従って、加熱中
に、ＡｓおよびＡｆは、それぞれ、マルテンサイトからオーステナイトへの転移が開始し
終了する温度である。ニチノールは、典型的に、およそ５０～５５．６重量％のニッケル
から構成される。組成に小さな変化を加えることで、合金の転移温度をかなり変えること
ができる。この理由のため、ニチノールは、ある温度で超弾性である場合もあり、ない場
合もある。従って、これは、弾性係数が、使用の温度に従って調整されるのを可能にする
。
【００３９】
捩り、曲げおよびＮＵＲＤの特性化：
　一般的に言えば、断面を含む均質な中空チューブのＮＵＲＤ用の角偏向（θ）は、方程
式（１）によって与えられる。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　ここで、θ＝角偏向、Ｔ＝トルク、Ｌ＝シャフトの長さ、Ｊ＝面積の二次極モーメント
、および、Ｇ＝剛性係数（剪断）である。面積の二次極モーメントＪ＝π／３２（ｄo

4－
ｄi

4）であるため、方程式（１）は下記のとおりとなる。
【００４２】
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【数２】

【００４３】
　角速度の変化（すなわち、二次導関数および角偏向）は、下記によって与えられる。
【００４４】

【数３】

【００４５】
　ここで、ＮＵＲＤを最小限にすることは、ｄ2θ／ｄｔ2を最小限にすることであり、こ
れは、ＬまたはＴを最小限にし且つ／またはＧまたはΔｄ＝ｄo－ｄiを最大限にすること
によって達成することができる。荷重は、摩擦を減少することによって、または、断面係
数を減少することによって、減少することができる。
【００４６】
　図１１ａに示されるように、曲げ荷重は一般にＭ＝Ｆｌであり、ここで、Ｍ＝曲げ形態
であり、Ｆは力（チューブ上の荷重）であり、ｌは長さである。断面係数（Ｓ）は、方程
式Ｓ＝Ｉ／Ｃによって与えられ、Ｉは方程式（４）によって与えられる。
【００４７】

【数４】

【００４８】
　ここで、ｔはチューブの厚さであり、ｄ＝２ｒであり、ｒはチューブの半径である。荷
重は、摩擦を減少することによって、または、断面係数Ｓを減少することによって、減少
することができ、これは、Ｓ＝πｄ3ｔ／８Ｃとして書き換えることができる。
【００４９】
　曲げ状態σ＝Ｍ／Ｓは、以下のように書き換えることができる。
【００５０】
【数５】

【００５１】
　Ｓσ／ｌの減少またはＦの減少は、荷重を減少する。あるいは、荷重は、摩擦を減少す
ることによって減少することができ、これは、方程式（６）によって、材料係数および力
に依存する。
【００５２】

【数６】

【００５３】
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　ここで、Ｆkは動摩擦であり、μkは材料の動摩擦係数であり、Ｎは垂直力である。摩擦
係数の値は、表面仕上げ、コーティング、温度等を含む多くの事柄に依存するがそれらに
限定されない。引き戻し中に連続して変わっているいくつかの接触点があり、これは、（
１）撚線中空コアシャフトストランドの表面、（２）水、充填溶液またはコーティングが
存在しない場合に、ＦＥＰモノリシック外側シースのＩＤ、（３）水、充填溶液またはコ
ーティングが存在しない場合に、ＦＥＰモノリシック外側シースのＩＤに対する保護軸受
のＯＤの表面、から構成され得る。このようにして、垂直力は、（１）シャフトＯＤとシ
ースＩＤとの間、且つ／または、（２）保護軸受ＯＤとシースＩＤとの間、にある。
【００５４】
　図１１ｂに示されるように、カテーテルは、血管６００の任意の曲げ点で、いくつかの
摩擦点６１０がある。摩擦は、駆動シャフトと外側シースの内壁との間の垂直力（Ｎ）の
関数であり、そのため、曲げモーメントは、下記のように、断面係数によって摩擦に関係
づけられる。摩擦力Ｆk＝μkＮ、垂直力Ｎ＝ Ｓσ／l、および、Ｓ＝πｄ3ｔ／８Ｃ であ
り、したがって、以下のようになる。
【００５５】
【数７】

【００５６】
　ここで、μk、σおよびｌは、定数である。チューブの直径（ｄ）を減少することによ
って、摩擦Ｆkの減少が、下記方程式によって達成される。
【００５７】

【数８】

【００５８】
　直径（ｄ）を減少することは、ｄ2θ／ｄｔ2 を減少し、ここで、ｄ2θ／ｄｔ2 ＝Ｌ／
ＪＧ・ｄ2Ｔ／ｄｔ2であり、トルク（Ｔ）の減少である。Ｇは、材料に依存する（構造に
依存する）であるため、異なる材料または構造が使用されてもよい。Ｊは、Ｊ＝π／３２
（ｄo

4－ｄi
4）によってΔｄに依存する。トルク（Ｔ）Ｔ＝Ｆ・ｌであり、力の変化は、

以下の式によって表される。
【００５９】
【数９】

【００６０】
　方程式（８）を使用して、ＦkをＦに代入することによって、結果として、以下のよう
になる。
【００６１】

【数１０】
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【００６２】
　ここで、ｃは、中立軸への距離であり、これは、ｄ／２の場合である。ｄ／２をｃに代
入することによって、下のとおりとなる。
【００６３】
【数１１】

【００６４】
　ＴおよびＪを、ｄ2θ／ｄｔ2 ＝Ｌ／ＪＧ・ｄ2Ｔ／ｄｔ2とすることによって、結果と
して、以下のようになる。
【００６５】
【数１２】

【００６６】
　２つの競合する質量慣性モーメント項は、ＪおよびＩである。２つの対抗する要因は、
曲げによる摩擦および捩り剛性である。曲げ部分の断面係数からの慣性モーメント（Ｉ）
は、面積の二次極モーメント（Ｊ）と比較される。
【００６７】
　中空円形断面では、Ｊ＝π／３２（ｄo

4－ｄi
4） 、Ｉ＝πｄ3ｔ／８ であり、ここで 

ｃ＝ｄ／２、ｄ＝（ｄo＋ｄi）／２、およびｔ＝（ｄo－ｄi）／２である。図１１ｃに示
されるように、ｄoはチューブの外径であり、ｄiはチューブの内径であり、ｄは、チュー
ブの中央部からの直径である。 （ｄo＋ｄi）／２の項の置き換えは下記を与える。
【００６８】

【数１３】

【００６９】

【数１４】

【００７０】
　内径（ＩＤ）を約０．１１～０．０２４インチから、外径（ＯＤ）を約０．０１５～０
．０２５インチから変動して、ＯＤを０．２００インチおよび０．０２５インチに一定に
保持することによって方程式（１２）および（１３）を比較すると、図１２ａおよび１２
ｂに例示されるようなグラフが得られる。
【００７１】
　図１２ａは、捩り項６２０および曲げ項６２２を例示するグラフである。図１２ｂは、
外側モノリシックシース内の回転駆動シャフトの角偏向試験中にＮＵＲＤを測定している
間の捩り／曲げ率６３０の変化を例示するグラフである。回転駆動シャフトおよび／また
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は外側モノリシックシースの特性は、様々な機械的試験方法から試験することができ、そ
の試験には、たとえば、引張試験、捩り試験、曲げ試験または圧縮試験が挙げられる。捩
り試験および曲げ試験は、ＮＵＲＤの説明をするために、回転駆動シャフトおよびカテー
テルモノリシックシースの変形のタイプに関する有用な情報を提供する。
【００７２】
ＮＵＲＤの能動的且つ受動的な特性化：
　カテーテル１０の回転位置の測定を、ＮＵＲＤ減少ソフトウェアアプローチ用の入力と
して使用することができる。図１８に示されるように、カテーテル１０は、トルクセンサ
７１０と、回転モータ７２０と、リニアモータ７３０とを含む近位モータシステム７００
、およびモータシステム７００に操作可能に連結されたコンピュータ／ソフトウェアプロ
グラム７４０に連結される。回転撮像カテーテル１０におけるＮＵＲＤを推定する方法は
、カテーテル１０の近位端のトルクをトルクセンサ７１０で測定することによる。ＮＵＲ
Ｄが（たとえば、方程式、または、時間に対する撮像トランデューサの角位置を表すデー
タ点の形態で）特性化される場合には、画像の後処理を経てＮＵＲＤを除去するまたは訂
正することは容易である。真にＮＵＲＤを特性化するためには、回転撮像トランデューサ
の角位置を知らなければならない。
【００７３】
　この位置を決定するための方法は、遠位加速度計等の能動アプローチ、または、画像自
体内（ＯＣＴ、ＩＶＵＳ等）で検出され得るカテーテル外側シースの円周線パターンをエ
ンコードすることまたはカテーテルシース厚さを角位置にエンコードし、ＯＣＴまたはＩ
ＶＵＳ画像内で検出する等の受動アプローチを含む。トルクのわずかな変動を測定するこ
とによって、時間（すなわち、回転期間）の関数として回転撮像トランデューサの角位置
を推定するための能動的な方法は、回転の１期間（２π）を通してカテーテルを駆動する
ことを必要とした。
【００７４】
　近位端トルク測定は間接的であり、それは、測定が駆動シャフトの近位端で行われるた
めであるが、駆動シャフトの捩り特性は公知且つ一定であり、従って、遠位先端の機械的
応答は、近位シャフトの機械的応答によって推定することができる。角位置対時間の知見
は図１９に示されており、ＮＵＲＤを訂正するための重要な入力である。図１９のグラフ
のｙ軸は回転時間であり、１回転が発生している。
【００７５】
　時間（すなわち、回転期間）の関数として回転撮像トランデューサ７５０の角位置を間
接的に決定するための受動的な方法は、回転トランデューサを静止シースの外壁に対する
偏心場所にあるようにさせることによる。
【００７６】
　図２０ａに示されるように、静止シース７５２の外壁を画像に視覚化することができる
が、それは、トランデューサの回転に対して偏心であるからである。外側シース７５２は
厚さＳを含む。図２０ｂに示されるように、ＮＵＲＤが存在し、カテーテルが血管軸の中
心にないときには、静止シースの外壁は、幾何学的画像ゆがみ（すなわち、りんご状断面
形状）を経験する。外側シース７５２に対する回転部分の偏心は、画像内で視覚化するの
に十分なほどだけ大きくなければならない（すなわち、偏心による角度の関数としての壁
厚における差は、画像診断機器の深さ分解能よりも大きくなければならない）。
【００７７】
　角位置対回転期間の表示を形成するために、外側シース７５２の外径ＯＤ７５４および
壁厚Ｓの画像がシースの演繹的に既知の偏心と比較される。この比較は、分析モデルへの
曲線当てはめ、統計的決定ツリー、または、他の数値的方法に基づくことができる。厚さ
が変動するシース壁を有するカテーテル内のセンサの角位置から厚さデータを決定するた
めの方法は、米国特許第６，４５０，９６４号に見出すことができ、これは、参照して本
明細書に組み込まれる。
【００７８】
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　偏心的に配向されたシースからのビームゆがみ（たとえば、非点収差）は、ごくわずか
であり、それは、シースを通って進むときに、壁厚対角度が、ビーム直径に対して小さい
ことがあり得るからである。これは、シース材料の波速度（すなわち、ＯＣＴの場合は屈
折率、超音波の場合は音響インピーダンス）を、シースのＩＤおよびＯＤに隣接する流体
媒体に整合させることによって、さらに最小にすることができる。
【００７９】
実施例：
　下記の実施例は、ここで特許請求された項目、装置、システムおよび／または方法がど
のように作られ評価されるかの完全な開示および記載を当業者に提供するように付加され
ており、また、単に例示的であることが意図され、項目、装置、システムおよび／または
方法の範囲を限定する意図はない。数（たとえば、量、温度等）に対する正確さを確実に
するように努力されているが、エラーおよび逸脱は、斟酌されるべきである。
【００８０】
　カテーテル用のＮＵＲＤマスクのＯＣＴ画像が、血管と共に、ファントムで図１４、１
５および１６に示されている。例は、軽度から中等度のＮＵＲＤ範囲に及び、各場合の角
位置対時間および結果として得られたＢスキャンプロファイルを備える。カテーテルＯＣ
Ｔシステムは、１回転当たり１０００Ａラインを記録する。図１３に示されるように、分
解能マスクまたはＮＵＲＤマスク６５０と呼ばれるチューブがカテーテルシステム上に置
かれる。ＮＵＲＤマスク６５０は、異なる直径でＮＵＲＤの効果を測定するために、数種
類の異なるサイズを含んでもよい。ＮＵＲＤマスクは、複数のスロット６５２を含み、ス
ロットの幅は約０．１５７～約０．３１４ｍｍの範囲であり得る。スロット６５２には、
支柱６５４が介入する。スロット幅および支柱幅は、直径が等しくてもよく、ＮＵＲＤマ
スク６５０の円周のまわりに２０スロット６５２を与える。完成したＮＵＲＤマスク６５
０には、スラグまたはバリがない。ＮＵＲＤマスク６５０は、ＮＵＲＤマスク６５０をカ
テーテルに固定するために、開口部６５６を含んでもよい。開口部６５６の直径は、０．
３～０．６ｍｍの範囲であり得る。ＮＵＲＤマスク６５０は、金属、ステンレス鋼、ニチ
ノール等から作られてもよい。
【００８１】
　図１４ａに示されるように、中等度のＮＵＲＤを有するＮＵＲＤマスク６５０の矩形Ｏ
ＣＴ画像では、ＮＵＲＤマスク６５０は、２０の等しく間隔を置かれたスロットを含み、
チューブスロット幅はチューブ支柱幅に等しい。ｘ軸は、図１４ａのグラフでは試料数で
あり、血管はファントムである。図１４ｂに示されるように、グラフは、１回転における
任意の所与の点において、実際の撮像ビームがどこに位置するかを示し、Ｘ軸（試料番号
）＝カテーテル内側部材の単一回転における角度、およびＹ軸（強度）＝１０００の別個
の点に分割された回転の期間である。ＮＵＲＤ６４０がない理論上の線は非白色の曲線で
あり、実際に測定されたＮＵＲＤ６４２は白色の曲線であり、白色の実際に測定されたＮ
ＵＲＤ６４２とＮＵＲＤがない非白色の理論上の線６４０との間の垂直距離は、ＮＵＲＤ
の量を決定する。たとえば、ＮＵＲＤがない非白色の理論上の線６４０と白色の実際に測
定されたＮＵＲＤ６４２との間のより大きな距離は、より多くのＮＵＲＤを示す。図１４
ｂには、試料番号１６０と２００との間で中等度ＮＵＲＤが示される。
【００８２】
　図１５ａに示されるように、２０の等しく間隔を置かれたスロットを含むＮＵＲＤマス
クの画像を有する、最小ＮＵＲＤを有するＮＵＲＤマスクの矩形ＯＣＴ画像では、チュー
ブスロット幅はチューブ支柱幅に等しい。Ｘ軸は、図１５ａのグラフでは試料番号であり
、血管はファントムである。図１５ｂに示されるように、グラフは、１回転における任意
の所与の点において、実際の撮像ビームがどこに位置するかを示し、Ｘ軸（試料番号）＝
カテーテル内側部材の単一回転における角度、およびＹ軸（強度）＝Ａスキャン数であり
、１回転当たり１０００Ａスキャンである。ＮＵＲＤ６４０がない理論上の線は非白色の
曲線であり、実際に測定されたＮＵＲＤ６４４は白色の曲線であり、白色の実際に測定さ
れたＮＵＲＤ６４４と非白色の理論上の線６４０との間の垂直距離は、ＮＵＲＤの量を決
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ＮＵＲＤ６４４との間のより大きな距離は、より多くのＮＵＲＤを示す。図１５ｂには、
試料番号１と３６０との間には、わずかなＮＵＲＤが示され、非白色の理論上の線６４０
と白色の実際に測定されたＮＵＲＤ６４４との間に垂直距離がほとんどないかまたはまっ
たくない。
【００８３】
　図１６ａ～１６ｃは、ＮＵＲＤマスクを有するＯＣＴカテーテル１０システムの極画像
を示す。図１６ａは、真っ直ぐな血管内のカテーテル１０を示し、ＮＵＲＤは小さい。図
１６ｂは、遠位端で鋭い９０曲げのＮＵＲＤマスクを有するカテーテルを示し、ＮＵＲＤ
は小さい。図１６ｃは、堅固な弁内の曲がりくねったモデルＬＡＤコパイロット内のカテ
ーテルを示し、ＮＵＲＤ値は小さい。図１６ａ～１６ｃの極画像は、血管の中心にあるＯ
ＣＴカテーテル１０を示す。半径方向ゆがみがないことは、ＯＣＴカテーテル１０のセン
タリングのためによる可能性がある。カテーテルは、血管ファントムのＮＵＲＤマスクの
画像の中心に置かれ、半径方向ゆがみのりんご形状は、カテーテルが中心からずれるとき
に現れるだけである。
【００８４】
　図１７ａ～１７ｃは、同一画像におけるシミュレートされたＮＵＲＤ効果を例証する極
ＯＣＴ画像であり、カテーテルは中心になく、血管のりんご形状を示すことができる。画
像を、ステントが置かれたブタ冠状動脈内の生体内のカテーテル１０で記録した。半径方
向ゆがみのりんご状断面を見るため、カテーテルは、中心位置をずれて位置決めすること
ができる。図１７ａは、元々の／少ないＮＵＲＤを示す画像である。元々の／最小ＮＵＲ
Ｄの場合には、カテーテルは、血管腔の中心からずれ、スロットは、周囲のまわりに半径
方向に極めて等しく間隔を置かれている。シミュレーションＮＵＲＤプログラムを作成し
て、後処理ステップで図１７ａ画像においてＮＵＲＤをカテーテル、血管等でシミュレー
トした。図１７ｂは、中等度のＮＵＲＤを示すシミュレートされた画像である。元々の画
像（図１７ａ）と比較してＮＵＲＤが増加するにつれて、腔断面は、特徴的なりんご形状
でますますゆがみ、ステント支柱の間隔開けは、より不規則になる。図１７ｃは、極度の
ＮＵＲＤを示すシミュレートされた画像であり、腔はりんご形状にゆがんでいる。図１７
ａ～１７ｃは、中心に置かれていないカテーテルは、不均一な回転速度と組み合わされて
、結果として、極ＯＣＴ画像で方位角および半径方向のゆがみになる可能性があることを
示唆する。
【００８５】
　説明に記載された実施形態のさらなる目的、利点および新規特徴は、前述の詳細な説明
を読めば当業者には明らかであり、または、実施形態の実施によって習得することができ
る。実施形態の目的および利点は、特に本明細書において指摘された手段および組み合わ
せによって実現され達成することができる。
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