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(57)【要約】
　本発明の開示は、医療デバイスに関する。医療デバイ
スは、遠位端、近位端、遠位端に位置付けられた少なく
とも１つの側部ポート、及び遠位端面を有するチューブ
と、少なくとも１つの側部ポートと連通し、かつチュー
ブの近位端を少なくとも１つの側部ポートに流体的に接
続する内腔と、チューブの近位端から遠位端面まで延び
る作業チャネルとを含むことができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位端、近位端、該遠位端に位置付けられた少なくとも１つの側部ポート、及び遠位端
面を有するチューブと、
　前記少なくとも１つの側部ポートと連通し、かつ前記チューブの前記近位端を該少なく
とも１つの側部ポートに流体的に接続する内腔と、
　前記チューブの前記近位端から前記遠位端面まで延びる作業チャネルと、
　を含むことを特徴とする医療デバイス。
【請求項２】
　前記作業チャネル内に配置されたレーザ、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の医療デバイス。
【請求項３】
　前記作業チャネルは、前記チューブの前記遠位端面に対して近位に位置付けられた第１
の開口部と、該チューブの該遠位端面に対して近位に位置付けられた第２の開口部とを含
むことを特徴とする請求項１又は２に記載の医療デバイス。
【請求項４】
　レーザが、レーザ制御部から前記作業チャネル内の前記第１の開口部を通って前記遠位
面端部まで延びることを特徴とする請求項３に記載の医療デバイス。
【請求項５】
　真空源が、前記作業チャネル内の前記第２の開口部に接続されることを特徴とする請求
項３又は４に記載の医療デバイス。
【請求項６】
　前記作業チャネルに接続された真空源、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の医療デバイ
ス。
【請求項７】
　前記内腔に接続された流体供給アセンブリ、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の医療デバイ
ス。
【請求項８】
　第２の内腔と流体連通する第２の側部ポート、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の医療デバイ
ス。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの側部ポートは、前記チューブの前記遠位端に向けて角度が付いて
いることを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の医療デバイス。
【請求項１０】
　前記遠位端面に位置付けられた照明デバイス、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の医療デバイ
ス。
【請求項１１】
　前記遠位端面に位置付けられた撮像デバイス、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の医療デバ
イス。
【請求項１２】
　医療デバイスを作動させる方法であって、
　前記医療デバイスの作業チャネルに真空源を結合する段階と、
　少なくとも１つの側部ポートが前記医療デバイスの遠位端に位置付けられた内腔に流体
供給アセンブリを結合する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
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【請求項１３】
　前記作業チャネルを通してレーザを結合する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記レーザ及び前記真空源は、同時に前記作業チャネルに結合されることを特徴とする
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記真空源及び前記流体供給アセンブリの前記結合は、流量制御可能真空源及び流体供
給アセンブリをそれぞれ結合する段階を更に含むことを特徴とする請求項１２から請求項
１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　遠位端、近位端、該遠位端に位置付けられた少なくとも１つの側部ポート、及び遠位端
面を有するチューブと、
　前記少なくとも１つの側部ポートと連通し、かつ前記チューブの前記近位端を該少なく
とも１つの側部ポートに流体的に接続する内腔と、
　前記チューブの前記近位端から前記遠位端面まで延びる作業チャネルと、
　を含むことを特徴とする医療デバイス。
【請求項１７】
　前記作業チャネル内に配置されたレーザ、
　を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の医療デバイス。
【請求項１８】
　前記作業チャネルは、前記チューブの前記遠位端面に対して近位に位置付けられた第１
の開口部と、該チューブの該遠位端面に対して近位に位置付けられた第２の開口部とを含
むことを特徴とする請求項１６に記載の医療デバイス。
【請求項１９】
　レーザが、レーザ制御部から前記作業チャネル内の前記第１の開口部を通って前記遠位
面端部まで延びることを特徴とする請求項１８に記載の医療デバイス。
【請求項２０】
　真空源が、前記作業チャネル内の前記第２の開口部に接続されることを特徴とする請求
項１９に記載の医療デバイス。
【請求項２１】
　前記作業チャネルに接続された真空源、
　を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の医療デバイス。
【請求項２２】
　前記内腔に接続された流体供給アセンブリ、
　を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の医療デバイス。
【請求項２３】
　第２の内腔と流体連通する第２の側部ポート、
　を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の医療デバイス。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの側部ポートは、前記チューブの前記遠位端に向けて角度が付いて
いることを特徴とする請求項１６に記載の医療デバイス。
【請求項２５】
　前記遠位端面に位置付けられた照明デバイス、
　を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の医療デバイス。
【請求項２６】
　前記遠位端面に位置付けられた撮像デバイス、
　を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の医療デバイス。
【請求項２７】
　医療デバイスを作動させる方法であって、
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　前記医療デバイスの作業チャネルに真空源を結合する段階と、
　少なくとも１つの側部ポートが前記医療デバイスの遠位端に位置付けられた内腔に流体
供給アセンブリを結合する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２８】
　前記作業チャネルを通してレーザを結合する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記レーザ及び前記真空源は、同時に前記作業チャネルに結合されることを特徴とする
請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記真空源及び前記流体供給アセンブリの前記結合は、流量制御可能真空源及び流体供
給アセンブリをそれぞれ結合する段階を更に含むことを特徴とする請求項２７に記載の方
法。
【請求項３１】
　医療デバイスを作動させる方法であって、
　作業チャネルと少なくとも１つの側部ポートに流体連通している内腔とを含む医療デバ
イスをターゲット区域に位置決めする段階と、
　前記内腔を通して前記少なくとも１つの側部ポートに流体を供給する段階と、
　前記作業チャネルを通して吸引を印加する段階と、
　前記作業チャネル内にレーザを配置する段階と、
　前記レーザを開始する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３２】
　吸引を印加する前記段階は、前記レーザを開始する前記段階の後に実行されることを特
徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　吸引を印加する前に前記レーザを取り出す段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの側部ポートは、前記導入された流体を遠位に向けるように角度が
付けられることを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記内腔を通る流量が、前記作業チャネルを通る該流量に適合することを特徴とする請
求項３１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
　本出願は、本明細書にその全体が引用によって組み込まれている２０１４年１２月１１
日出願の米国仮特許出願第６２／０９０，７３２号からの優先権の利益を主張するもので
ある。
【０００２】
　本発明の開示は、一般的に医療デバイスに関する。より具体的には、本発明の開示は、
例えば物体を粉砕してより小さい粒子にすること及び得られる粒子を患者から除去するこ
とのような医療用途に使用するための医療デバイスに関する。本発明の開示はまた、その
ような器具の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般的に腎臓結石と呼ばれる尿路結石の除去のための入院の発生率は、毎年２００，０
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００例と推定されている。大部分のそれらの患者は、彼らの結石を自然に通過させるが、
残りの患者では、腎臓結石は、腎臓を膀胱に接合する筋肉管である尿管内で嵌入された状
態になり、又は結石は、大きすぎて自然に通過することができない場合がある。嵌入され
た腎臓結石は、激痛及び出血の原因であり、感染の原因であり、かつ結石がいずれかの長
時間にわたって尿の流れを完全に遮断する場合には腎臓の損失を引き起こす可能性がある
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、石を粉砕してより小さい断片にするのに様々な方法が利用されている。１つのそ
のような方法は、石ダスティングである。石ダスティングは、石を断片化して腎臓から排
出するのに一部の泌尿器科医によって使用され、かつ多くの場合に尿管鏡によって行われ
る。レーザからの強力な光エネルギが尿管鏡内のファイバを通過し、石を粉砕して益々小
さい部分にする。石を粉砕してバスケットによって除去される大きい塊にするのではなく
、ダスティングは、自然に通過することが可能である非常に小さい断片を発生させる。し
かし、一部の場合に、これらの小さい石断片は、自然に通過しない場合がある。例えば、
石断片は、腎臓の下極のようなそれらが自然に流出する可能性が低い腎臓の区域に集まる
場合がある。理論的には、自然尿流れを通して排出しないこれらの小さい石断片のいずれ
も、新しい石成長の種である可能性があると考えられる。これに加えて、一部の場合では
、石及び／又は石断片は、レーザによって尿管鏡から押し離される場合があり、従って、
尿管鏡を位置決めし直すことなく石又は石断片を粉砕してより小さい断片にすることを継
続することを不可能にする。本発明の開示は、当業技術における上述の方法及び他の問題
に対処する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の開示の態様は、物体を粉砕してより小さい粒子にし、かつ粒子を人体から除去
する方法を提供する。
【０００６】
　上述の概要及び以下の詳細説明の両方は、例示的及び説明的に過ぎず、制限するもので
はないことは理解されるものとする。
【０００７】
　一例では、医療デバイスは、遠位端、近位端、遠位端に位置付けられた少なくとも１つ
の側部ポート、及び遠位端面を有するチューブと、少なくとも１つの側部ポートと連通し
、かつチューブの近位端を少なくとも１つの側部ポートに流体的に接続する内腔と、チュ
ーブの近位端から遠位端面まで延びる作業チャネルとを含むことができる。
【０００８】
　医療デバイスの例は、これに加えて及び／又はこれに代えて１又は２以上の他の特徴を
含むことができる。以下に説明する様々な例の特徴は、その逆を明記しない限り、組み合
わせることができる。例えば、レーザは、作業チャネル内に配置される。別の例では、作
業チャネルは、チューブの遠位端面に対して近位に位置付けられた第１の開口部と、チュ
ーブの遠位端面に対して近位に位置付けられた第２の開口部とを含む。レーザは、レーザ
制御部から作業チャネル内の第１の開口部を通って遠位面端部まで延びることができる。
真空源は、作業チャネル内の第２の開口部に接続することができる。真空源は、作業チャ
ネルに接続することができる。流体供給アセンブリは、内腔に接続することができる。第
２の側部ポートは、第２の内腔と流体連通することができる。少なくとも１つの側部ポー
トは、角度を付けることができる。照明デバイスを遠位端面に位置付けることができる。
これに加えて又はこれに代えて、撮像デバイスを遠位端面に位置付けることができる。
【０００９】
　別の例では、医療デバイスを作動させる方法は、真空源を医療デバイスの作業チャネル
に結合する段階と、流体供給アセンブリを医療デバイスの遠位端に位置付けられた少なく
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とも１つの側部ポートを有する内腔に結合する段階とを含むことができる。
【００１０】
　医療デバイスを作動させる方法の例は、これに加えて及び／又はこれに代えて１又は２
以上の他の特徴を含むことができる。例えば、作業チャネルを通してレーザを結合する段
階である。レーザ及び真空源は、同時に作業チャネルに結合することができる。真空源及
び流体供給アセンブリの結合は、それぞれ、流量制御可能真空源及び流体供給アセンブリ
を結合する段階を更に含むことができる。
【００１１】
　別の例では、医療デバイスを作動させる方法は、作業チャネルと少なくとも１つの側部
ポートに流体連通している内腔とを含む医療デバイスをターゲット区域に位置決めする段
階と、内腔を通して少なくとも１つの側部ポートに流体を供給する段階と、作業チャネル
を通して吸引を印加する段階と、作業チャネル内にレーザを配置する段階と、レーザを開
始する段階とを含むことができる。
【００１２】
　医療デバイスを作動させる本方法の例は、これに加えて及び／又はこれに代えて１又は
２以上の他の特徴を含むことができる。例えば、吸引を印加する段階は、レーザを開始す
る段階の後に実施することができ、吸引を印加する前にレーザを除去する。少なくとも１
つの側部ポートは、導入された流体を遠位に向けるように角度を付けることができる。こ
れに加えて又はこれに代えて、内腔を通る流量は、作業チャネルを通る流量に適合するこ
とができる。
【００１３】
　本明細書に組み込まれてその一部を構成する添付の図面は、様々な例を示し、かつ説明
と共に本発明の開示の原理を説明するのに寄与する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】チューブ、ハンドル部分、流体供給アセンブリ、レーザ源、照明源、撮像装置、
及び真空源を含む例示的尿管鏡を示す図である。
【図２】図１の尿管鏡の例示的遠位端を示す図である。
【図３】本明細書に開示する尿管鏡を使用する例示的方法のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の開示の態様をここで以下に詳細に参照し、その例は、添付の図面で示されてい
る。可能な時はいつでも、同じか又は類似の部分を指すために図面を通して同じ参照番号
を以下に使用する。
【００１６】
　概観
　本発明の開示の態様は、腎臓結石を粉砕してより小さい粒子にし、身体からそれらの粒
子を除去するためのシステム及び方法に関する。本明細書に説明する医療デバイスは、尿
管鏡と尿管鏡の内腔内に配置されたレーザとを身体内に位置決めすることによって機能す
ることができる。レーザを使用して、腎臓結石を粉砕して粒子にすることができる。レー
ザ処理中又は身体及び／又は内腔からレーザを除去した後に、尿管鏡は、得られた粒子を
身体から真空引きすることができる。より具体的には、一部の例では、尿管鏡は、少なく
とも２つの内腔を有するチューブを含む。第１の内腔は、流体を提供してターゲット区域
を洗浄する。第２の内腔は、レーザを受け入れて位置決めし、かつ吸引を行って粒子と共
に洗浄流体を搬送するように構成された作業チャネルとすることができる。
【００１７】
　ターゲット区域はあらゆる位置とすることができる。一部の例では、ターゲット区域は
、以下に限定されるものではないが、腎臓を含む尿路内のどこかとすることができる。一
部の例では、ターゲット区域は、腎臓結石が位置することが既知であるか又は疑わしい身
体の部位とすることができる。
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【００１８】
　詳細な例
　図１は、石断片／細粉を除去するための例示的医療デバイス１００を示している。デバ
イス１００は、チューブ１０２を含むことができる。チューブ１０２は、側部ポート１２
２、遠位端１０４、近位端１０６、並びに独立の第１及び第２の内腔、洗浄内腔１１２、
及び作業チャネル１１４（図２）を有する中空、可撓性、細長チューブとすることができ
る。洗浄内腔１１２及び作業チャネル１１４は、チューブ１０２の遠位端１０４と近位端
１０６の間を延びることができる。これに加えて又はこれに代えて、洗浄内腔１１２及び
作業チャネル１１４は、チューブ１０２の遠位端１０４に対して近位に終端することがで
きる。例えば、一部の例では、洗浄内腔１１２は、チューブ１０２の側部ポート１２２で
終端することができ、側部ポート１２２は、洗浄流体の流れを可能にするように開くこと
ができる。作業チャネル１１４は、レーザ１２０の導入及び／又は吸引の印加を可能にす
るようにチューブ１０２の遠位端１０４において開いたままにすることができる。チュー
ブ１０２の近位端１０６は、ハンドル部分１１０に結合することができる。チューブ１０
２のハンドル部分１１０及び／又は近位端１０６は、レーザ制御部１３０、流体供給アセ
ンブリ１４０、真空源１５０、照明源１６０、及び／又は撮像装置１７０に取り付けるこ
とができる。
【００１９】
　Ａ．ハンドル部分
　ハンドル部分１１０は、例えば、溶接、ロッキング構成接着剤によってチューブ１０２
に取り付けるか、又はチューブ１０２と一体的に形成することができる。ハンドル部分１
１０は、複数のポートを含むことができる。例えば、それぞれ、第１のポートは、洗浄内
腔１１２を流体供給アセンブリ１４０と流体連通状態に置くことができ、第２のポートは
、作業チャネル１１４を真空源１５０と流体連通状態に置くことができる。追加のポート
及び内腔は、チューブ１０２の遠位端１０４に又はその近くに位置付けられたレーザ、照
明デバイス、及び／又は撮像デバイスに供給及び／又はそれを制御するために提供するこ
とができる。例えば、作業チャネル１１４は、真空源１５０を接続するための第１のポー
トと、レーザ１２０及び／又はレーザ源１３０を接続するための第２のポートとの２つの
ポートを含むことができる。ハンドル部分１１０は、起動機構（図示せず）を含み、チュ
ーブ１０２の遠位端１０４に位置付けることができる１又は２以上の医療デバイスを起動
することができる。例えば、ハンドル部分は、起動機構を含み、レーザ、照明デバイス、
及び／又は撮像デバイスの電源をオン又はオフにすることができる。
【００２０】
　Ｂ．チューブ
　チューブ１０２は、円形、長円形、不規則形、及び／又は身体に入るのに適切なあらゆ
る形状とすることができる。更に、チューブ１０２は、その長さに沿って均一形状を有す
ることができ、又は身体内への挿入を容易にするように遠位端でのテーパのような様々な
形状を有することができる。特定の実施及び意図する用途に応じて、チューブ１０２の長
さが異なる場合がある。チューブ１０２の直径は、体腔に基づいて調節することができる
。同様に、特定の実施及び意図する用途に応じて、チューブ１０２は、その全長に沿って
剛性、その長さの一部分に沿って可撓性、又はある一定の指定位置のみで屈曲するように
構成することができる。
【００２１】
　一例では、チューブ１０２は、当業技術で理解されるように、身体内腔内で柔軟なステ
アリングをするのに適する可撓性とすることができる。例えば、チューブ１０２は、ステ
アリングシステム（図示せず）を含み、少なくとも一部分（例えば、遠位端１０４）を上
／下に及び／又は左右に移動することができる。例えば、チューブ１０２の回転、平行移
動、又は曲げセクションの追加の関節によって提供される追加の自由度も実施することが
できる。そのようなステアリングシステムの例は、滑車、制御ワイヤ、歯車、及び電動ア
クチュエータのうちの少なくとも１つ又はその全てを含むことができる。
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【００２２】
　チューブ１０２は、体腔及び身体管を横断するほど十分な可撓性を有するあらゆる適切
な材料で形成することができる。一般的に、チューブ１０２は、生体組織又は生体システ
ムに適合するあらゆる適切な材料で作ることができる。すなわち、チューブ１０２は、免
疫反応又は拒絶反応を引き起こすべきではない非毒性又は無害とすることができる。一部
の例では、チューブ１０２は、高分子エラストマー、ゴム管、及び／又は医学的に認めら
れたポリ塩化ビニル管で作ることができる。高分子エラストマーは、例えば、ＥＶＡ（エ
チレン酢酸ビニル）、シリコーン、ポリ尿素、及び／又はＣ－Ｆｅｘとすることができる
。
【００２３】
　チューブ１０２は、使用中に周囲組織に最小の危険性を課すように設計することができ
る。この目的のために、チューブ１０２の１又は２以上の部分は、丸いか又は斜角終端部
又は面のような無傷幾何学的構造を含み、周囲組織の障害及び刺激を低減することができ
る。
【００２４】
　体腔内でチューブ１０２を有効に誘導するために、オペレータは、常に体腔においてチ
ューブ１０２の正確な位置を知る必要があると考えられる。この目的のために、チューブ
１０２の１又は２以上の部分は、プラスチック材料に硫酸バリウムを含めること、又は１
又は２以上の金属部分を含めることなどによって放射線不透過性とすることができ、それ
らは十分な放射線不透過性を提供する。これに加えて又はこれに代えて、チューブ１０２
の遠位端１０４は、放射線不透過性又は超音波反射性マーカ（図示せず）を含むことがで
きる。それらのマーク付けは、患者の身体内のチューブ１０２の位置及び／又は向きの検
出を容易にし、オペレータは、適切な撮像機器の助けによってチューブ１０２が辿る経路
を追跡することができる。これは、オペレータが敏感組織への潜在的な損傷を回避するの
を補助することができる。蛍光透視案内を使用することにより、直接可視化（例えば、撮
像装置）に必要であったであろうチューブ１０２内の空間は、これに代えて内腔のサイズ
及び／又は導入される流体の流量を最大にするのに使用することができる。
【００２５】
　更に、チューブ１０２は、あらゆる適切なコーティング及び／又はカバーリングを含む
ことができる。例えば、外面は、潤滑材料の層を含み、身体内腔を通した挿入又は外科的
挿入を容易にすることができる。更に、チューブ１０２は、「テフロン（登録商標）」の
ような生体適合性材料で被覆することができる。体腔内の細菌増殖を抑制するために、チ
ューブ１０２は、抗菌コーティングで被覆することができる。更に、抗炎症性物質も、必
要な場合にチューブ１０２の外面に適用することができる。
【００２６】
　図２は、尿管鏡１００の例示的遠位端１０４を示している。図２に示す例では、洗浄内
腔１１２は、２つの横向き側部ポート１２２を有し、作業チャネル１１４は、１つの遠位
向き開口部１２８を有する。
【００２７】
　洗浄内腔１１２は、流体供給アセンブリ１４０と流体連通することができ、側部ポート
１２２は、腎臓のような望ましい部位の中に流体を導入するために設けることができる。
オペレータは、洗浄内腔１１２と流体供給アセンブリ１４０との間の接続を確立すること
ができる。流体供給アセンブリ１４０は、洗浄内腔１１２を通してチューブ１０２の遠位
端１０４にかつ腎臓のような望ましい部位の中に流体を提供することができる。流体供給
アセンブリ１４０は、流体を洗浄内腔１１２に供給することができるあらゆる１及び／又
は複数のデバイスとすることができる。流体供給アセンブリ１４０は、以下に限定される
ものではないが、流体源、ポンプ、制御システム、熱交換器、フィルタ、温度センサ、圧
力センサ、供給ライン、及び／又は様々なユーザ入力デバイスを含むことができる。一部
の例では、供給される流体は、生理食塩溶液、例えば、０．９％食塩水である。
【００２８】



(9) JP 2018-500986 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

　洗浄内腔１１２は、以下に限定されるものではないが、円形、半円形、及び非円形を含
むあらゆる形状とすることができる。例えば、洗浄内腔１１２は、平坦なチューブとする
ことができる。そのような形状は、尿管鏡と共により有効に空間を使用することができる
。例えば、そのような形状は、作業チャネル１１４がより大きい断面積を有することを可
能にすることができる。
【００２９】
　側部ポート１２２は、チューブ１０２の半径方向外向きに（例えば、チューブ１０２の
長手軸に対してほぼ垂直に）流体を導入することができ、又は側部ポート１２２は、洗浄
流体が尿管鏡の遠位端に向けて導入されるように尿管鏡の遠位端に向けて角度を付けるこ
とができる。側部ポート１２２を通して導入される流体の角度はまた、側部ポート１２２
に接続された通路の角度を含むことができる。流体の導入の角度は、チューブ１０２の長
手軸から約１０度よりも大きい角度からチューブ１０２の長手軸から約９０度未満まで、
好ましくは、約２０度～約８０度とすることができる。一部の例では、流体の導入の好ま
しい角度は、約３０度～約６０度とすることができる。チューブ１０２の遠位端に向う流
体の導入の角度は、石断片／細粉を真空に向けて、例えば、作業チャネル１１４の遠位開
口部１２８に向けて押圧するのを補助することができる。あらゆる距離で離間し、かつチ
ューブ１０２の半径方向面に沿ってどこにでも位置付けることができるあらゆる数の側部
ポート１２２があることに注意しなければならない。図２は、側部ポート１２２と連通す
る単一洗浄内腔を示すが、各側部ポートは、独立に個別の内腔と連通状態にすることがで
きる。
【００３０】
　チューブ１０２の側部上に側部ポート１２２を位置決めすることにより、より多くの面
積がチューブ１０２の遠位面で利用可能であり、従って、作業チャネル１１４の遠位開口
部１２８の断面積を最大にすることができる。
【００３１】
　作業チャネル１１４は、真空源１５０、レーザ制御部１３０、及び遠位開口部１２８の
うちの少なくとも１つ又はその全てと流体連通することができる。遠位開口部１２８は、
チューブに対して実質的に垂直とすることができ（例えば、図２に示すように）、先細に
するか又は角度を付けることができ、又はあらゆる他の適切な向きにすることができる。
遠位開口部は、あらゆるサイズ及び／又は形状とすることができる。作業チャネルの１１
４の近位端は、あらゆる形状又は構成を有することができる。例えば、作業チャネル１１
４は、２つの開口部を有することができ、又はチューブ１０２の近位端１０６で又はその
近くで分岐することができる。作業チャネル１１４は、作業チャネル１１４が実質的に真
空源１５０及びレーザ制御部１３０に接続することを可能にするあらゆる方法で構成する
ことができる。これは、吸引が作業チャネル１１４を通して行われると同時に作業チャネ
ル１１４内にレーザ１２０を配置することを可能にすることができる。
【００３２】
　オペレータは、作業チャネル１１４を真空源１５０（例えば、家庭用掃除機、真空ポン
プ、その他）に接続することができる。一部の例では、作業チャネル１１４及び真空源１
５０は、導管を通じて接続することができる。導管は、可撓性材料（例えば、ポリマーチ
ューブ）、剛性材料、又は可撓性材料及び剛性材料の両方の組合せで作ることができる。
一部の例では、導管は、プラスチック又は金属繊維で編組みされるか又は巻き付けられ、
真空圧力下の捩れ形成に対して又は圧潰に対して導管の抵抗を改善することができる。一
部の例では、導管は、様々な目的のために、例えば、腐食に対する及び／又は体液からの
保護のためにその内面又は外面上にコーティングを含むことができる。一般的に、導管は
、その意図する用途に適切なあらゆる寸法を有することができる。一部の例では、細長い
ポリマー又はポリプロピレンチューブは、導管として機能を果たすことができる。
【００３３】
　レーザ１２０は、作業チャネル１１４を通して患者の中に導入することができる。レー
ザ１２０は、レーザ制御部１３０に接続され、及び／又はそれによって制御することがで
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きる。レーザ１２０を利用して腎臓結石をより小さい石断片に粉砕することができる。
【００３４】
　真空源１５０及びレーザ制御部１３０を作業チャネル１１４に別々に及び／又は同時に
接続するのに加えて、作業チャネル１１４は、他の器具への接続又はそれらの位置決めの
ためである場合がある。例えば、洗浄流体も、作業チャネル１１４を通して注入すること
ができる。
【００３５】
　図２に示すように、一部の例では、洗浄内腔１１２は、側部ポート１２２を通して体腔
に開くことができ、作業チャネル１１４は、チューブ１０２の遠位端１０４を通して体腔
に開くことができる。この構成は、反後方突進効果を生成することによって腎臓結石を破
壊する機能を改善することができる。作業チャネル１１４を通して吸引を印加することに
より、腎臓結石は、レーザ１２０に向けて引かれ、こうして腎臓結石を押しのけるレーザ
エネルギの効果に対抗することができる。すなわち、この構成は、レーザ１２０の到達範
囲の中に石を引き込むことによってより小さい石断片を発生させるのを補助する。それは
また、作業チャネル１１４内への及び身体から外への石断片の吸引を改善することができ
る。側部からの洗浄を有することにより、流入流体は、石細粉の真空引きと干渉する可能
性は低い。例えば、この構成は、流体の導入を通して圧力平衡を維持する望ましい効果を
提供する一方で、作業チャネル１１４の遠位開口部１２８から腎臓結石及び／又は石断片
／細粉を押しのける流体導入の不要な効果を回避することができる。これに加えて又はこ
れに代えて、この構成は、チューブ１０２の遠位端１０４に対して近位に位置付けられた
石断片／細粉を作業チャネル１１４の遠位開口部１２８に対して遠位の位置に押し込み、
従って、石断片／細粉を身体から作業チャネル１１４の中に吸引することを可能にするこ
とができる。
【００３６】
　２つの内腔が図２に示されているが、チューブ１０２は、あらゆる数の内腔を含むこと
ができる。チューブ１０２に含まれる内腔は、あらゆるサイズ、形状、及び／又はあらゆ
る構成にすることができる。いずれの内腔も、いずれかの適切なコーティングを含むこと
ができる。例えば、内腔は、潤滑材料の層を含み、あらゆる器具及び／又はデバイスの挿
入を容易にすることができる。一部の例では、作業チャネル１１４は、潤滑材料で被覆さ
れてレーザ１２０の挿入を容易にすることができる。
【００３７】
　一部の例では、チューブ１０２の遠位端１０４は、撮像デバイス１２４及び／又は照明
デバイス１２６のような可視化デバイスを含むことができる。それらのデバイスは、それ
ぞれ撮像装置１７０及び照明源１６０に接続することができる。図２に示すように、撮像
デバイス１２４及び照明デバイス１２６は、チューブ１０２の遠位向き面上に配置するこ
とができる。それらのデバイスは、チューブ１０２と一体的に形成することができ、又は
公知の結合機構を使用して遠位端１０４に取り付けることができる。これに代えて、可視
化デバイスは、必要な時に洗浄内腔１１２及び／又は作業チャネル１１４を通してチュー
ブ１０２の中に脱着可能に導入することができる。例えば、洗浄内腔１１２及び／又は作
業チャネル１１４の近位端は、二股にして追加デバイスの導入、並びに流体供給装置１４
０及び／又は真空源１５０のいずれかへの接続を可能にすることができる。これに加えて
又はこれに代えて、洗浄内腔１１２及び／又は作業チャネル１１４は、追加デバイスの導
入のための近位端１０６での側部ポートを含むことができる。
【００３８】
　Ｃ．例示的な作動方法
　図３は、腎臓結石を粉砕して石断片／細粉にし、かつそれらの石断片／細粉を身体から
除去するための医療デバイスの例示的使用方法を示している。議論目的のために、方法３
００は、上述のように図１の医療デバイス１００（内腔１１２及び１１４を含む）を使用
して説明することになるが、方法３００はそれに限定されるように意図していない。図３
に示すように、方法３００は、段階３０２、３０４、３０６、３０８、３１０、３１２、
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及び３１４を含む。しかし、方法３００は、特定の実施に対して望ましいようにより多い
か又は少ない段階を含むことができ、段階の順序は変えることができることに注意しなけ
ればならない。
【００３９】
　方法３００は、オペレータ（例えば、医師又は他の医療職員）が尿管鏡（例えば、尿管
鏡１００）を患者の中に挿入する時に開始することができる（段階３０２）。段階３０４
では、オペレータは、チューブ１０２の遠位端１０４を患者の尿道の中に挿入することが
できる。オペレータは、遠位端１０４が膀胱に入ってそれを通り、尿管入ってそれを通り
、腎臓の中に入るようにチューブ１０２を進めることができる。オペレータは、患者の腎
臓内にチューブ１０２の遠位端１０４を位置決めすることができる。オペレータは、チュ
ーブ１０２の遠位向き面及び／又は作業チャネル１１４の遠位開口部１２８をターゲット
区域の近くに位置決めすることができる。ターゲット区域は、石及び／又は石断片が位置
付けられていることが既知であるか又は疑われている部位である場合がある。当業技術で
公知のように、撮像デバイスを利用して石の位置を決定することができる。
【００４０】
　尿管鏡は、位置付けられた石にレーザを視準することができるように調節することがで
きる。例えば、レーザ１２０は、作業チャネル１１４内に配置することができ、作業チャ
ネル１１４の遠位開口部１２８は、石に対して近位に位置決めすることができる。一部の
例では、レーザは、段階３０４中に尿管鏡内に配置される。他の例では、レーザは、部分
的にのみ尿管鏡内に配置することができ、又は段階３０４中に尿管鏡に対して外部である
場合がある。レーザは、次に、尿管鏡１００がオペレータの望ましい位置にある状態で尿
管鏡１００を通して遠位端１０４まで延びることができる。
【００４１】
　レーザが腎臓結石を視準するのに十分な位置にある状態で、オペレータは、レーザが腎
臓結石を破砕するのを開始することができる（段階３０６）。次に、方法３００は、段階
３０８に進むことができる。段階３０８では、オペレータは、流体供給アセンブリ１４０
をオンにして洗浄内腔１１２を通して流体をターゲット区域に導入することができ、及び
／又はオペレータは、吸引をオンにして石断片／細粉を作業チャネル１１４の中に引き込
むことができる。流体は、連続流れで導入することができる。一部の例では、流体は、最
初はパルス流れで導入することができる。パルス流れは、患者の身体内の様々な面に付着
している石断片／細粉を取り除くことができる。パルス流れは、乱流を生成する場合があ
る。乱流は、石断片／細粉が自然に流れ出る可能性が低い区域（例えば、腎臓の下極）に
位置付けられる場合があるあらゆる石断片／細粉をかき混ぜることができる。乱流は、作
業チャネル１１４を通して石断片／細粉をより有効に吸い出すことができるようにそれら
を懸濁中に保つのを補助することができる。
【００４２】
　流体は、様々な流量で供給洗浄内腔１１２に提供することができる。一部の例では、流
量は、規則的間隔、例えば、数分毎にパルス駆動することができる。パルス流れは、断続
的に中断されるか又は単に速度が断続的に低減されるかのいずれかの流れとすることがで
きる。流量は、周期的及び非周期的振動パターンのような複合流量パターンでパルス駆動
することができる。例えば、パルス間隔（パルスサイクル間の時間）は調節可能である場
合があり、かつ例えば毎秒１００パルスから２秒毎に１パルスサイクルまでに及ぶ場合が
ある。パルスパターンは、予め設定され、オペレータによってリアルタイムで決定するこ
とができ、又は感知機構から収集されたパラメータに基づいて能動的に制御かつ最適化さ
れ、かつプロセッサによって実施することができる。パルス流れは、あらゆる方法で生成
することができる。一例では、パルス流れは、機械式ポンプで生成することができる。機
械式ポンプは、間隔を置いて流体に対して圧力を印加かつ解除することができる。機械式
ポンプは、手動で作動かつ制御することができ、又はプロセッサが、パルスのパターン、
持続時間、強度、間隔、その他を制御することができる。
【００４３】
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　吸引は、導入流体の流量に適合する流量で印加することができる。適合する流量は、患
者への害を防止するあらゆる流量とすることができる。例えば、適合する流量は、当業技
術で公知のように、システム内に流体がないことに起因して腎臓が圧潰するのを防止する
吸引の流量に関連した流体の導入のあらゆる流量とすることができる。適合する流量は、
デバイスの作動中に圧力平衡を維持するのを補助することができる。一部の例では、圧力
センサもターゲット区域及び／又は遠位端１０４に又はその近くに位置付けられて圧力平
衡を維持するのを補助することができる。
【００４４】
　真空源１５０は、オペレータが吸引を変化させることを可能にすることができる。真空
源１５０は、患者の近くに位置付けることができ、又は遠隔に位置付けることができる（
壁上に位置付けられた真空源のような）。
【００４５】
　オペレータが、腎臓結石が粉砕されて十分に小さい断片になったと決定するか、又は他
の理由で継続したくない状態で、方法３００は、段階３１０に進むことができ、レーザ処
理を停止することができる。石断片／細粉が身体から十分に除去された状態で、方法３０
０は、段階３１２に進むことができる。段階３１２では、オペレータは、洗浄流体の導入
を停止し、及び／又は吸引を停止することができる。
【００４６】
　一部の例では、真空源は、レーザと同時には作動しない。例えば、段階３１０は、段階
３０８に進むことができる。一部の例では、レーザは、方法３００が段階３０８に進む前
に作業チャネル１１４から取り出される。方法３００の各段階は、いずれの順序でも実行
することができることに注意しなければならない。例えば、段階３１２は、段階３１０に
進むことができ、又は段階３０６及び３０８は、同時に開始することができ、又は段階３
０８は、段階３０６に進むことができる。
【００４７】
　あらゆる時点で、オペレータは、これに加えて、患者内でデバイスを移動するように選
択することができる。例えば、オペレータは、チューブ１０２の遠位端１０４を追加の腎
臓結石の部位まで及び／又は腎臓の中により低く、又は追加の石断片／細粉が蓄積した位
置まで移動するように選択することができる。遠位端１０４を位置決めし直す目的は、粉
砕してより小さい部分にする必要がある石又は石断片に到達すること、及び／又はデバイ
スが以前に身体から吸い出して作業チャネル１１４の中に入れることができなかった石断
片／細粉に到達することとすることができる。例えば、一部の石断片／細粉は、遠位開口
部に対して近位に位置決めされ、又は印加される吸引によって捕捉するにはあまりに遠位
に位置決めされる場合がある。オペレータは、あらゆる回数でチューブ１０２の遠位端１
０４を位置決めし直すことができる。位置決めし直された状態で、段階３０６～３１２の
いずれか又は全ては、新しい位置で繰り返すことができる。
【００４８】
　オペレータが、それ以上腎臓結石及び／又は石断片／細粉を除去することができず及び
／又は除去すべきでないと決定した状態で、方法３００は、段階３１４に進むことができ
、尿管鏡は、患者の身体から取り出すことができる。
【００４９】
　本発明の開示の多くの特徴は、詳細な仕様から明らかであり、従って、添付の特許請求
の範囲によって本発明の開示の真の精神及び範囲に含まれる本発明の開示の全てのそのよ
うな特徴を網羅することが意図されている。更に、多くの修正及び変形が当業者には容易
に想起されることになるので、本発明の開示を図示かつ説明した構成及び作動の通りに限
定することは望ましくなく、従って、全ての適切な修正物及び均等物は、本発明の開示の
範囲に含まれるものとすることができる。
【００５０】
　本発明の開示の他の実施形態は、本明細書に開示する本発明の仕様及び実施を考慮する
ことから当業者には明らかであろう。仕様及び実施例は、単に例示と考えられるように意
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図しており、本発明の真の範囲及び精神は、以下の特許請求の範囲によって示されている
。
【符号の説明】
【００５１】
１００　医療デバイス
１１２　内腔
１１４　作業チャネル
１２０　レーザ
１２２　側部ポート

【図１】 【図２】
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