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(57)【要約】
【課題】血流閉塞コイルの後退又は引っ込み中に安全性
を向上させる耐伸縮性治療器具を提供する。
【解決手段】血流閉塞コイルが、このコイルの後退又は
引っ込み中における安全性を向上させるよう耐伸縮性部
材で補強されている。耐伸縮性部材の一端は、血流閉塞
コイルにしっかりと取り付けられ、耐伸縮性部材の他端
は、患者の体内への血流閉塞コイルの配置及び放出を可
能にするよう細長いプッシャ部材に取外し可能に取り付
けられている。血流閉塞コイルの治療的性質を高めるよ
う耐伸縮性部材を治療用及び（又は）生体活性的非金属
材料で作るのがよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の血管系内に放出し、配置することができる耐伸縮性治療器具であって、
　近位端及び遠位端を備えた血流閉塞コイルを有し、該血流閉塞コイルは、前記近位端と
前記遠位端との間にルーメンを構成し、
　前記血流閉塞コイルの前記ルーメンを貫通した耐伸縮性部材を有し、該耐伸縮性部材は
、第１の端及び第２の端を有し、前記耐伸縮性部材は、患者の血管系内への血流閉塞コイ
ルの配置を可能にするよう前記第１の端が前記血流閉塞コイルにしっかりと取り付けられ
、前記第２の端が細長いプッシャ部材に取外し可能に取り付けることができる、
　耐伸縮性治療器具。
【請求項２】
　前記耐伸縮性部材は、リボンで作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項３】
　前記耐伸縮性部材は、ワイヤで作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項４】
　前記耐伸縮性部材は、編組で作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項５】
　前記耐伸縮性部材は、１次巻線で作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項６】
　前記耐伸縮性部材は、撚り材料で作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項７】
　前記耐伸縮性部材は、マルチフィラメント材料で作られている、請求項１記載の耐伸縮
性治療器具。
【請求項８】
　前記耐伸縮性部材は、撚りマルチフィラメント材料で作られている、請求項１記載の耐
伸縮性治療器具。
【請求項９】
　前記耐伸縮性部材は、絹、コラーゲン、エラスチン、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、ポ
リ（Ｄ，Ｌ－乳酸－コ－グリコール酸）、ポリ（Ｌ－ラクチド）、ポリ（Ｌ－ラクチド－
コ－Ｄ，Ｌ－ラクチド）、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）、ポリ（グリコリド－
コ－トリメチレンカーボネート）、ポリ酸化エチレン、ポリジオキサノン、ポリカプロラ
クトン、ヒアルロン酸、ポリヒドロキシルブチレート、ポリ（ホスファゼン）、ポリ（Ｄ
，Ｌ－ラクチド－コ－カプロラクトン）、ポリ（グリコリド－コ－カプロラクトン）、ポ
リビニルアルコール、これらのポリ無水物、これらのポリ（オルトエステル）、これらの
ポリ（ホスフェートエステル）、これらのポリ（アミノ酸）、これらのポリ（ヒドロキシ
ブチレート）、これらのコポリマー、これらの複合体及びこれらの組合せから成る群から
選択された治療用非金属繊維材料で作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項１０】
　前記治療用非金属繊維材料は、生体活性材料である、請求項９記載の耐伸縮性治療器具
。
【請求項１１】
　前記治療用非金属繊維材料は、生体吸収性材料である、請求項９記載の耐伸縮性治療器
具。
【請求項１２】
　前記治療用非金属繊維材料は、非吸収性である、請求項９記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項１３】
　治療薬が、前記治療用非金属繊維材料によって吸収されている、請求項９記載の耐伸縮
性治療器具。
【請求項１４】
　前記耐伸縮性部材は、エチレン－オクテンコポリマー、ポリプロピレン、ポリエチレン
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、ポリアクリレート、ポリアクリルアミド、ポリ（ヒドロキシエチルメタクリレート）、
ポリウレタン、ポリシロキサン及びこれらのコポリマーから成る群から選択されたポリマ
ーから作られた繊維である、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項１５】
　前記耐伸縮性部材は、金属で作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項１６】
　前記耐伸縮性部材は、白金及びニッケルチタン合金から成る群から選択された材料で作
られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項１７】
　前記耐伸縮性部材は、放射線不透過性である、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項１８】
　前記血流閉塞コイルは、前記繊維の端部を加熱することにより前記耐伸縮性部材の前記
第１の端に取り付けられる、請求項１４記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項１９】
　前記耐伸縮性治療器具は、プッシャ部材に取外し可能に取り付けられている、請求項１
記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項２０】
　前記耐伸縮性治療器具は、注入により配備可能に放出できる、請求項１記載の耐伸縮性
治療器具。
【請求項２１】
　前記耐伸縮性治療器具は、配備可能に機械的に放出できる、請求項１記載の耐伸縮性治
療器具。
【請求項２２】
　前記耐伸縮性治療器具は、切り離し可能な部材によりプッシャ部材に取外し可能に取り
付けられている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項２３】
　前記切り離し可能部材は、前記切り離し可能部材の加熱により切り離し可能である、請
求項２２記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項２４】
　前記血流閉塞コイルは、前記血流閉塞コイルの前記近位端のところに変位コイルセグメ
ントを有し、前記耐伸縮性部材は、前記変位コイルセグメント周りに設けられている、請
求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項２５】
　前記血流閉塞コイルの前記変位コイルセグメントは、切り離し可能な部材によりプッシ
ャ部材に取外し可能に取り付けられている、請求項２４記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項２６】
　耐伸縮性治療器具を患者の血管系内に放出して配備する装置であって、
　近位端及び遠位端を備えた血流閉塞コイルを有し、該血流閉塞コイルは、前記近位端と
前記遠位端との間にルーメンを備え、
　前記血流閉塞コイルの前記近位端に隣接した遠位端を備える細長いプッシャ部材を有し
、
　前記血流閉塞コイルの前記ルーメンを貫通した耐伸縮性部材を有し、該耐伸縮性部材は
、第１の端及び第２の端を有し、前記耐伸縮性部材は、患者の血管系内への血流閉塞コイ
ルの配置を可能にするよう前記第１の端が前記血流閉塞コイルにしっかりと取り付けられ
ると共に前記第２の端が前記細長いプッシャ部材に取外し可能に取り付けることができる
、装置。
【請求項２７】
　前記耐伸縮性部材は、リボンで作られている、請求項２６記載の装置。
【請求項２８】
　前記耐伸縮性部材は、ワイヤで作られている、請求項２６記載の装置。
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【請求項２９】
　前記耐伸縮性部材は、編組で作られている、請求項２６記載の装置。
【請求項３０】
　前記耐伸縮性部材は、１次巻線で作られている、請求項２６記載の装置。
【請求項３１】
　前記耐伸縮性部材は、撚り材料で作られている、請求項２６記載の装置。
【請求項３２】
　前記耐伸縮性部材は、マルチフィラメント材料で作られている、請求項２６記載の装置
。
【請求項３３】
　前記耐伸縮性部材は、撚りマルチフィラメント材料で作られている、請求項２６記載の
装置。
【請求項３４】
　前記耐伸縮性部材は、絹、コラーゲン、エラスチン、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、ポ
リ（Ｄ，Ｌ－乳酸－コ－グリコール酸）、ポリ（Ｌ－ラクチド）、ポリ（Ｌ－ラクチド－
コ－Ｄ，Ｌ－ラクチド）、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）、ポリ（グリコリド－
コ－トリメチレンカーボネート）、ポリ酸化エチレン、ポリジオキサノン、ポリカプロラ
クトン、ヒアルロン酸、ポリヒドロキシルブチレート、ポリ（ホスファゼン）、ポリ（Ｄ
，Ｌ－ラクチド－コ－カプロラクトン）、ポリ（グリコリド－コ－カプロラクトン）、ポ
リビニルアルコール、これらのポリ無水物、これらのポリ（オルトエステル）、これらの
ポリ（ホスフェートエステル）、これらのポリ（アミノ酸）、これらのポリ（ヒドロキシ
ブチレート）、これらのコポリマー、これらの複合体及びこれらの組合せから成る群から
選択された治療用非金属繊維材料で作られている、請求項２６記載の装置。
【請求項３５】
　前記治療用非金属繊維材料は、生体活性材料である、請求項３４記載の装置。
【請求項３６】
　前記治療用非金属繊維材料は、生体吸収性材料である、請求項３４記載の装置。
【請求項３７】
　前記治療用非金属繊維材料は、非吸収性である、請求項３４記載の装置。
【請求項３８】
　治療薬が、前記治療用非金属繊維材料によって吸収されている、請求項３４記載の装置
。
【請求項３９】
　前記耐伸縮性部材は、エチレン－オクテンコポリマー、ポリプロピレン、ポリエチレン
、ポリアクリレート、ポリアクリルアミド、ポリ（ヒドロキシエチルメタクリレート）、
ポリウレタン、ポリシロキサン及びこれらのコポリマーから成る群から選択されたポリマ
ーから作られた繊維である、請求項２６記載の装置。
【請求項４０】
　前記耐伸縮性部材は、金属で作られている、請求項２６記載の装置。
【請求項４１】
　前記耐伸縮性部材は、白金で作られている、請求項２６記載の装置。
【請求項４２】
　前記耐伸縮性部材は、放射線不透過性である、請求項２６記載の装置。
【請求項４３】
　前記耐伸縮性部材は、第１の端及び第２の端を有し、前記血流閉塞コイルは、前記繊維
の端部の加熱により前記耐伸縮性部材の前記第１の端に取り付けられている、請求項３４
又は３９記載の装置。
【請求項４４】
　前記耐伸縮性部材は、前記プッシャ部材に取り付けられた繊維材料の少なくとも１つの
ループによって前記プッシャ部材の前記遠位端に取外し可能に取り付けられている、請求
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項２６記載の装置。
【請求項４５】
　前記血流閉塞コイルは、前記血流閉塞コイルの前記近位端のところの前記血流閉塞コイ
ルの変位セグメントによって前記プッシャ部材の前記遠位端に取外し可能に取り付けられ
ている、請求項２６記載の装置。
【請求項４６】
　前記血流閉塞コイルは、受け具として前記コイルの前記近位端に取り付けられたループ
によって前記プッシャ部材の前記遠位端に取外し可能に取り付けられている、請求項２６
記載の装置。
【請求項４７】
　前記血流閉塞コイルは、前記コイルの前記近位端に連結された繊維のループ及び前記耐
伸縮性部材に連結された繊維のループによって前記プッシャ部材の前記遠位端に取外し可
能に取り付けられている、請求項２６記載の装置。
【請求項４８】
　前記耐伸縮性部材の前記第２の端は、前記細長いプッシャ部材に結合されている、請求
項４３記載の装置。
【請求項４９】
　前記血流閉塞コイルの前記近位端は、遠位治療用部分及び近位ステム部分を有し、前記
装置は、前記耐伸縮性部材を前記細長いプッシャ部材の前記遠位端部から取り外す手段を
有し、前記近位ステム部分は、少なくとも１つの丸形部材を有し、前記装置は、
　前記細長いプッシャ部材の前記遠位端に取り付けられていて、前記少なくとも１つの丸
形部材を取外し可能に保持する拘束材料の本体と、
　前記血流閉塞コイルを前記拘束材料の本体から外す手段とを有する、請求項２６記載の
装置。
【請求項５０】
　前記拘束材料の本体は、前記血流閉塞コイルの前記近位ステム部分の前記少なくとも１
つの丸形部材に係合する応力を受けた形態と、前記血流閉塞コイルの前記近位ステム部分
の前記少なくとも１つの丸形部材から引っ込められた回復した形態とを有し、前記拘束材
料の本体は、前記応力を受けた形態では、軸方向に応力を受けて前記血流閉塞コイルの前
記近位ステム部分に係合するようになっており、前記血流閉塞コイルを外す前記手段は、
前記細長いプッシャ部材の前記遠位端のところに位置する端部分を有し、前記端部分は、
前記拘束材料の本体が前記応力を受けた形態から前記回復した形態に変化すると、前記血
流閉塞コイルを前記近位部分に接触して前記血流閉塞コイルを前記拘束材料の本体から外
す、請求項４９記載の装置。
【請求項５１】
　前記拘束材料の本体は、前記血流閉塞コイルの前記近位ステム部分の前記少なくとも１
つの丸形部材に係合する応力を受けた形態と、前記血流閉塞コイルの前記近位ステム部分
の前記少なくとも１つの丸形部材から引っ込められた回復した形態とを有し、前記拘束材
料の本体は、前記応力を受けた形態では、軸方向且つ半径方向に応力を受けて前記血流閉
塞コイルの前記近位ステム部分に係合するようになっており、前記血流閉塞コイルを外す
前記手段は、前記細長いプッシャ部材の前記遠位端のところに位置する端部分を有し、前
記端部分は、前記拘束材料の本体が前記応力を受けた形態から前記回復した形態に変化す
ると、前記血流閉塞コイルを前記近位部分に接触して前記血流閉塞コイルを前記拘束材料
の本体から外す、請求項４９記載の装置。
【請求項５２】
　前記拘束材料の本体は、その近位端からその遠位端まで延びる管状カラーを形成する管
状断面を有し、前記端部分は、前記管状カラーの形状回復時に、前記血流閉塞コイルに係
合して前記血流閉塞コイルを前記管状カラーから外すよう前記管状カラーの内部に設けら
れている、請求項５０記載の装置。
【請求項５３】
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　前記拘束材料の本体は、ポリマーで構成されている、請求項４９記載の装置。
【請求項５４】
　前記拘束材料の本体は、ポリウレタンで構成されている、請求項４９記載の装置。
【請求項５５】
　前記拘束材料の本体は、ニッケルチタン合金で構成されている、請求項４９記載の装置
。
【請求項５６】
　前記耐伸縮性治療器具は、注入により配備可能に放出できる、請求項２６記載の装置。
【請求項５７】
　前記耐伸縮性治療器具は、配備可能に機械的に放出できる、請求項２６記載の装置。
【請求項５８】
　前記耐伸縮性治療器具は、切り離し可能な部材によりプッシャ部材に取外し可能に取り
付けられ、前記切り離し可能部材は、該切り離し可能部材の加熱により切り離し可能であ
る、請求項２６記載の装置。
【請求項５９】
　前記耐伸縮性部材を前記細長いプッシャ部材の前記遠位端部から取り外す手段を更に有
し、該手段は、
　前記血管系内に血流閉塞コイルを配置できるよう前記血流閉塞コイルを前記プッシャ部
材に取外し可能に取り付けるコネクタ繊維と、
　前記コネクタ繊維に隣接して設けられていて、前記血管系内への前記血流閉塞コイルの
所望の配置が達成されると、前記コネクタ繊維を切り離して、前記コネクタ繊維が前記血
流閉塞コイルの配備のために前記血流閉塞コイルを前記プッシャ部材から放出するように
する手段とを有する、請求項２６記載の装置。
【請求項６０】
　前記コネクタ繊維を切り離す前記手段は、抵抗加熱ヒーターワイヤから成る、請求項５
９記載の装置。
【請求項６１】
　前記コネクタ繊維は、熱可塑性材料で作られている、請求項５９記載の装置。
【請求項６２】
　前記コネクタ繊維は、ポリエチレンで作られている、請求項５９記載の装置。
【請求項６３】
　前記耐伸縮性部材を前記細長いプッシャ部材の前記遠位端部から取り外す手段を更に有
し、該手段は、
　前記血管系内に血流閉塞コイルを配置できるよう前記血流閉塞コイルを前記プッシャ部
材に取外し可能に取り付けるコネクタ繊維と、
　前記コネクタ繊維及び前記耐伸縮性部材に隣接して設けられていて、前記血管系内への
前記血流閉塞コイルの所望の配置が達成されると、前記コネクタ繊維及び前記耐伸縮性部
材を切り離して、前記コネクタ繊維が前記血流閉塞コイルの配備のために前記血流閉塞コ
イルを前記プッシャ部材から放出するようにする手段とを有する、請求項２６記載の装置
。
【請求項６４】
　前記コネクタ繊維を切り離す前記手段は、抵抗加熱ヒーターワイヤから成る、請求項６
３記載の装置。
【請求項６５】
　前記コネクタ繊維は、熱可塑性材料で作られている、請求項６３記載の装置。
【請求項６６】
　前記コネクタ繊維は、ポリエチレンで作られている、請求項６３記載の装置。
【請求項６７】
　耐伸縮性治療器具を患者の血管系内に放出して配備する装置であって、
　近位端及び遠位端を備えた血流閉塞コイルを有し、該血流閉塞コイルは、前記近位端と
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前記遠位端との間にルーメンを備え、前記血流閉塞コイルは、前記血流閉塞コイルの前記
近位端のところに変位コイルセグメントを有し、
　前記血流閉塞コイルの前記ルーメンを貫通して延びる耐伸縮性部材を有し、該耐伸縮性
部材は、前記血流閉塞コイルにしっかりと取り付けられ、前記耐伸縮性部材は、前記変位
コイルセグメントの周りに設けられ、
　前記血流閉塞コイルの前記近位端部に隣接して位置する遠位端部を備えた細長いプッシ
ャ部材を有し、前記変位コイルセグメントは、患者の血管系内への血流閉塞コイルの配置
を可能にするよう前記細長いプッシャ部材の遠位端に取外し可能に取り付けられている、
装置。
【請求項６８】
　前記血流閉塞コイルの前記変位コイルセグメントは、切り離し可能な部材によりプッシ
ャ部材に取外し可能に取り付けられている、請求項６７記載の装置。
【請求項６９】
　前記耐伸縮性部材は、リボンで作られている、請求項６７記載の装置。
【請求項７０】
　前記耐伸縮性部材は、ワイヤで作られている、請求項６７記載の装置。
【請求項７１】
　前記耐伸縮性部材は、編組で作られている、請求項６７記載の装置。
【請求項７２】
　前記耐伸縮性部材は、１次巻線で作られている、請求項６７記載の装置。
【請求項７３】
　前記耐伸縮性部材は、撚り材料で作られている、請求項６７記載の装置。
【請求項７４】
　前記耐伸縮性部材は、マルチフィラメント材料で作られている、請求項６７記載の装置
。
【請求項７５】
　前記耐伸縮性部材は、撚りマルチフィラメント材料で作られている、請求項６７記載の
装置。
【請求項７６】
　前記耐伸縮性部材は、絹、コラーゲン、エラスチン、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、ポ
リ（Ｄ，Ｌ－乳酸－コ－グリコール酸）、ポリ（Ｌ－ラクチド）、ポリ（Ｌ－ラクチド－
コ－Ｄ，Ｌ－ラクチド）、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）、ポリ（グリコリド－
コ－トリメチレンカーボネート）、ポリ酸化エチレン、ポリジオキサノン、ポリカプロラ
クトン、ヒアルロン酸、ポリヒドロキシルブチレート、ポリ（ホスファゼン）、ポリ（Ｄ
，Ｌ－ラクチド－コ－カプロラクトン）、ポリ（グリコリド－コ－カプロラクトン）、ポ
リビニルアルコール、これらのポリ無水物、これらのポリ（オルトエステル）、これらの
ポリ（ホスフェートエステル）、これらのポリ（アミノ酸）、これらのポリ（ヒドロキシ
ブチレート）、これらのコポリマー、これらの複合体及びこれらの組合せから成る群から
選択された治療用非金属繊維材料で作られている、請求項６７記載の装置。
【請求項７７】
　前記治療用非金属繊維材料は、生体活性材料である、請求項７６記載の装置。
【請求項７８】
　前記治療用非金属繊維材料は、生体吸収性材料である、請求項７６記載の装置。
【請求項７９】
　前記治療用非金属繊維材料は、非吸収性である、請求項７６記載の装置。
【請求項８０】
　治療薬が、前記治療用非金属繊維材料によって吸収されている、請求項７６記載の装置
。
【請求項８１】
　前記耐伸縮性部材は、エチレン－オクテンコポリマー、ポリプロピレン、ポリエチレン
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、ポリアクリレート、ポリアクリルアミド、ポリ（ヒドロキシエチルメタクリレート）、
ポリウレタン、ポリシロキサン及びこれらのコポリマーから成る群から選択されたポリマ
ーから作られた繊維である、請求項６７記載の装置。
【請求項８２】
　前記耐伸縮性部材は、金属で作られている、請求項６７記載の装置。
【請求項８３】
　前記耐伸縮性部材は、白金及びニッケルチタン合金から成る群から選択された材料で作
られている、請求項６７記載の装置。
【請求項８４】
　前記耐伸縮性部材は、放射線不透過性である、請求項６７記載の装置。
【請求項８５】
　前記血流閉塞コイルは、前記繊維の端部を加熱することにより前記耐伸縮性部材の前記
第１の端に取り付けられている、請求項８１記載の装置。
【請求項８６】
　前記耐伸縮性治療器具は、プッシャ部材に取外し可能に取り付けられている、請求項６
７記載の装置。
【請求項８７】
　前記耐伸縮性治療器具は、注入により配備可能に放出できる、請求項６７記載の装置。
【請求項８８】
　前記耐伸縮性治療器具は、配備可能に機械的に放出できる、請求項６７記載の装置。
【請求項８９】
　前記耐伸縮性治療器具は、切り離し可能な部材によりプッシャ部材に取外し可能に取り
付けられている、請求項６７記載の装置。
【請求項９０】
　患者の血管系内に放出し、配備することができる耐伸縮性治療器具であって、
　近位端及び遠位端を備えた血流閉塞コイルを有し、該血流閉塞コイルは、前記近位端と
前記遠位端との間にルーメンを構成し、前記血流閉塞コイルは、該血流閉塞コイルの近位
端に取り付けられたループを含み、
　前記血流閉塞コイルの前記ルーメンを貫通した耐伸縮性部材を有し、該耐伸縮性部材は
、第１の端及び第２の端を有し、前記耐伸縮性部材は、前記耐伸縮性部材は、前記第１の
端が前記血流閉塞コイルの遠位端だけにしっかりと取り付けられおり、かつ、前記第２の
端が細長いプッシャ部材に取外し可能に取り付けられており、前記血流閉塞コイルは、患
者の血管系内への血流閉塞コイルの配置を可能にするように、該血流閉塞コイルの近位端
に取り付けられたループによって前記細長いプッシャ部材に取り付けることができる、
　耐伸縮性治療器具。
【請求項９１】
　前記耐伸縮性部材は、ワイヤで作られている、請求項９０記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項９２】
　前記耐伸縮性部材は、金属で作られている、請求項９０記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項９３】
　前記耐伸縮性部材は、白金及びニッケルチタン合金から成る群から選択された材料で作
られている、請求項９０記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項９４】
　前記耐伸縮性部材は、放射線不透過性である、請求項９０記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項９５】
　前記耐伸縮性治療器具は、プッシャ部材に取外し可能に取り付けられている、請求項９
０記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項９６】
　前記耐伸縮性治療器具は、切り離し可能な部材によってプッシャ部材に取外し可能に取
り付けられている、請求項９０記載の耐伸縮性治療器具。
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【請求項９７】
　前記切り離し可能な部材は、加熱することによって切り離すことができる、請求項９６
記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項９８】
　患者の血管系内に放出し、配備することができる装置であって、
　近位端及び遠位端を備えた血流閉塞コイルを有し、該血流閉塞コイルは、前記近位端と
前記遠位端との間にルーメンを構成し、前記血流閉塞コイルは、該血流閉塞コイルの近位
端に取り付けられたループを含み、
　前記血流閉塞コイルの近位端に隣接した遠位端を有する細長いプッシャ部材と、
　前記血流閉塞コイルの前記ルーメンを貫通した耐伸縮性部材とを有し、該耐伸縮性部材
は、第１の端及び第２の端を有し、前記耐伸縮性部材は、前記耐伸縮性部材は、前記第１
の端が前記血流閉塞コイルの遠位端だけにしっかりと取り付けられおり、かつ、前記第２
の端が細長いプッシャ部材に取外し可能に取り付けられており、前記血流閉塞コイルは、
患者の血管系内への血流閉塞コイルの配置を可能にするように、該血流閉塞コイルの近位
端に取り付けられたループによって前記細長いプッシャ部材に取り付けることができる、
　装置。
【請求項９９】
　前記耐伸縮性部材は、ワイヤで作られている、請求項９８記載の装置。
【請求項１００】
　前記耐伸縮性部材は、金属で作られている、請求項９８記載の装置。
【請求項１０１】
　前記耐伸縮性部材は、金属で作られている、請求項９８記載の装置。
【請求項１０２】
　前記耐伸縮性部材は、放射線不透過性である、請求項９８記載の装置。
【請求項１０３】
　前記耐伸縮性治療器具は、プッシャ部材に少なくとも１つの繊維材料のループによって
取外し可能に取り付けられている、請求項９８記載の装置。
【請求項１０４】
　前記耐伸縮性部材を前記細長いプッシャ部材の前記遠位端から取り外す手段を更に有し
、該手段は、
　前記血管系内に血流閉塞コイルを配置できるよう前記血流閉塞コイルを前記プッシャ部
材に取外し可能に取り付けるコネクタ繊維と、
　前記コネクタ繊維及び前記耐伸縮性部材に隣接して設けられていて、前記血管系内への
前記血流閉塞コイルの所望の配置が達成されると、前記コネクタ繊維及び前記耐伸縮性部
材を切り離して、前記コネクタ繊維が前記血流閉塞コイルの配備のために前記血流閉塞コ
イルを前記プッシャ部材から放出するようにする手段とを有する、請求項９８記載の装置
。
【請求項１０５】
　前記コネクタ繊維を切り離す前記手段は、抵抗加熱ヒーターワイヤから成る、請求項１
０４記載の装置。
【請求項１０６】
　前記コネクタ繊維は、熱可塑性材料で作られている、請求項１０４記載の装置。
【請求項１０７】
　前記コネクタ繊維は、ポリエチレンで作られている、請求項１０４記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、インターベンション治療又は血管外科用の植え込み型器具に関し、特
に、耐伸縮性治療器具、例えば塞栓又は血流閉塞コイル及び患者の血管系内に耐伸縮性治
療器具を放出して配備するための装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　本願は、２００２年７月２３日に出願された米国特許出願第１０／１２０２４５９号の
一部継続出願である。
【０００３】
　インターベンション治療及び外科手術の技術分野及び科学は、治療部位の周りの組織に
対する外傷を減少させるために、一段と小さな切開部を利用することにより又は血管系又
は体内腔を通って接近することにより内部障害（欠陥）及び疾患の治療に向かって絶えず
進歩している。かかる治療の１つの重要な特徴としては、血管系を通って接近することに
より治療器具を治療部位に配置するためにカテーテルを利用することが挙げられる。かか
る手段の例としては、経管的血管形成術、血管などの壁を補強するためのステントの留置
及び血管系中の障害を治療するための血流閉塞器具の使用が挙げられる。
【０００４】
　有利には最近の技術進歩を使用できるインターベンション治療の特定の一領域は、神経
血管（又は脈管）障害の治療である。より小型でより能力の高い構造及び材料が開発され
たので、従来の手術によっては従来治療できず又は許容限度を超えるほどのリスクを伴っ
た人の脳内の血管障害の治療が、治療として成り立つようになった。神経血管内の障害の
治療にとって有利になった非外科的治療の一形式は、カテーテルにより静脈又は動脈の損
傷部分内に血流閉塞器具、例えば塞栓コイルを配置することであった。
【０００５】
　血流閉塞器具は、典型的にはカテーテルを介して人体の血管系内に配置されて血管系の
一部を構成する血管を通る又は血管から生じている動脈瘤内の血液の流れを止める塞栓を
形成するための治療器具である。血流閉塞器具は、種々の形態を取ることができ、一般的
には、これらが配置に先立って送達カテーテル内に位置している場合よりも配備又は展開
形態において大きい１つ又は２つ以上の要素で形成される。広く用いられている血流閉塞
コイルの１つは、血管の壁に係合するよう寸法決めされた配備形態を有する螺旋ワイヤコ
イルである。解剖学的腔、例えば動脈瘤の形状になり、ニッケルチタン合金であるのがよ
い可撓性材料の予備成形ストランドで作られている解剖学的形状の血流閉塞器具の１つが
、米国特許第５，６４５，５５８号明細書から知られており、この米国特許を参照により
引用し、その記載内容を本明細書の一部とする。この血流閉塞器具は、弛緩状態では全体
として球形又は卵形の形をなすよう巻回された１つ又は２つ以上の血流閉塞部材から成る
。血流閉塞部材は、生体適合性材料で作られた螺旋巻きコイル又は同時織成型編組（co-w
oven braid）であるのがよく、この血流閉塞器具は、例えば動脈瘤又はフィステルの治療
のために血管内腔又は小嚢内に嵌まるような寸法形状になっている。まず最初に、血流閉
塞部材を全体として直線状に螺旋巻きし又は編組するのがよく、次に、適当な形をしたマ
ンドレル又は巻型に巻き付け、そして熱処理し、加熱巻型からの取り出し後に所定の形状
を保持するようにする。放射線不透過性を、合成又は天然繊維に粉末状放射線不透過性物
質、例えば、粉末状タンタル、粉末状タングステン、粉末状酸化ビスマス又は粉末状硫酸
バリウムを織り込むことにより血流閉塞コイルに与えるのがよい。
【０００６】
　かかる血流閉塞器具の送達は、血流閉塞器具の配備のために血流閉塞器具をプッシャに
より押し込むカテーテルを経由する手法を含む種々の手段により達成できる。ワイヤのコ
イルの１次形状を有し、次に、より複雑な２次形状に形作られる血流閉塞器具を、これら
がカテーテルのルーメン中を直線の形状で通り、関心のある領域、例えば動脈瘤内への配
備後に元々の形の複雑な形状を取るような仕方で製造するのがよい。血流閉塞器具をプッ
シャから外すための種々の取外し機構が、開発され、当該技術分野において知られている
。
【０００７】
　白金、金及び他の延性のある材料で作られた血流閉塞コイルは、張力を受けるとこれら
のコイル形状から変形しやすく、それにより、コイルが部分的に動脈瘤内に位置し、部分



(11) JP 2011-147808 A 2011.8.4

10

20

30

40

50

的に送達カテーテル内で引き伸ばされると、潜在的に危険な状況が引き起こされる。コイ
ルが不適切に配置されていること又は大きすぎることが確認された場合、コイルを動かし
又は交換する必要がある。しかしながら、手技のこの段階では、コイルをもはや押すこと
ができないので、ワイヤを用いてゆっくりと引っ込めてカテーテルから出さなければなら
ない。この手技の間にコイルが破断した場合、動脈瘤から延び出ているコイルを除去する
ために追加の手技を実施しなければならない。軟質の又は容易に引き伸ばし可能なコイル
の引っ込み中における高い安全率をもたらすため、かかる血流閉塞コイルを補強してコイ
ルに耐伸縮性をもたらして、特に再配置又は交換のためのコイルの取り出し中におけるコ
イルの破断の恐れを減少させることが望ましい。また、動脈瘤内でのコイルの配備の際に
コイルを釈放又は放出した後にコイルの補強によって生じる剛性の増大を最小限に抑えて
コイルが所望の２次形状に自由に変わることができ、治療対象の場所の寸法形状に一致す
ることができるようにすることが望ましい。また、治療の有効性を高めるために血流閉塞
コイルに追加の治療特性を与えることが望ましい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、これら要望及び他の要望を満たすことである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　概要を説明すると、一般に、本発明は、患者の血管系内に放出されて配備される耐伸縮
性治療器具及び耐伸縮性治療器具を患者の血管系内に放出して配備する装置を提供し、こ
の場合、治療器具は、コイルに耐伸縮性を与える内部耐伸縮性部材で補強された血流閉塞
コイルである。また、内部耐伸縮性部材を設けることにより、血流閉塞コイルを、たとえ
かかるコイルが部分的に配備されていても押してコイルの引っ込み中における安全性を向
上させることができる。血流閉塞コイルを１種類又は２種類以上の治療薬で被覆するのが
よく、かかる治療薬としては、ヒドロゲルが挙げられる。血流閉塞コイルは、一端が血流
閉塞コイルの遠位端部のところ又は近くにしっかりと固定され、血流閉塞コイルの他端部
のところで細長いプッシャ部材に取外し可能に取り付けられていて、患者の血管系内での
血流閉塞コイルの配置及び放出を可能にする内部耐伸縮性部材によって補強されている。
内部耐伸縮性部材も又、血流閉塞コイルに別途治療特性をもたらすよう治療用及び（又は
）生体活性的非金属材料で作られるのがよい。
【００１０】
　内部耐伸縮性部材を血流閉塞コイルの他端部に連結しないで、内部耐伸縮性部材を血流
閉塞コイルの遠位端部寄り又は遠位端部のところで取り付けることにより、コイルを配備
のために釈放した後におけるコイルの補強により生じる剛性の増大が最小限に抑えられる
。追加の利点としては、コイルは近位端部が内部耐伸縮性部材上で自由浮動状態にあると
いうことにある。内部耐伸縮性部材は、放射線不透過性を高めるために使用でき、２次形
状の達成を助けることができ、コイルの所望の剛性を助長するよう構成でき、軟質コイル
を引き伸ばさないで使用できるようにすることができる。
【００１１】
　したがって、本発明は、患者の血管系内に放出されて配備可能な耐伸縮性治療器具を提
供する。この治療器具は、血流閉塞コイルを有し、血流閉塞コイルは、近位端と遠位端と
の間にルーメンを備え、治療器具は、血流閉塞コイルのルーメンを貫通した耐伸縮性部材
を更に有する。耐伸縮性部材は、患者の血管系内への血流閉塞コイルの配置を可能にする
よう第１の端が血流閉塞コイルにしっかりと取り付けられると共に第２の端が細長いプッ
シャ部材に取外し可能に取り付けることができる。耐伸縮性部材は、リボン、ワイヤ、編
組、１次巻線、撚り材料、マルチフィラメント材料、又は撚りマルチフィラメント材料と
して形成されるのがよく、そして、治療用及び（又は）生体活性的非金属繊維材料、例え
ば、絹、コラーゲン、エラスチン又は他の結合タンパク、ポリグリコール酸又はポリグリ
コリド（ＰＧＡ）、ポリ乳酸又はポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド）（ＰＬＡ）、ポリ（Ｄ，Ｌ－
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乳酸－コ－グリコール酸）（ＰＧＬＡ）又はポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）
（ＰＬＡ／ＰＧＡ）、ポリ（Ｌ－ラクチド）（ＰＬＬＡ）、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－Ｄ
，Ｌ－ラクチド）（ＰＬＬＡ／ＰＬＡ）、ポリ（Ｐ－ラクチド－コ－グリコリド）（ＰＬ
ＬＡ／ＰＧＡ）、ポリ（グリコリド－コ－トリメチレンカーボネート）（ＰＧＡ／ＰＴＭ
Ｃ）、ポリ酸化エチレン（ＰＥＯ）、ポリジオキサノン（ＰＤＳ）、ポリカプロラクトン
（ＰＣＬ）、ヒアルロン酸、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢＴ）、ポリ（ホスファゼ
ン）、ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－カプロラクトン）（ＰＬＡ／ＰＣＬ）、ポリ（グリ
コリド－コ－カプロラクトン）（ＰＧＡ／ＰＣＬ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、
ポリ無水物（ＰＡＮ）、ポリ（オルトエステル）、ポリ（ホスフェートエステル）、ポリ
（アミノ酸）、ポリ（ヒドロキシブチレート）、これら物質のコポリマー並びにこれらの
複合物及び組合せ、プラスチック又は他のポリマー、例えば、エチレン－オクテンコポリ
マー、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアクリレート、ポリアクリルアミド、ポリ（
ヒドロキシエチルメタクリレート）、ポリウレタン、ポリシロキサン及びこれらのコポリ
マーで作られるのがよい。治療用及び（又は）生体活性的非金属繊維材料は、生体吸収性
、例えばＰＧＡであってもよく、或いは、非吸収性、例えばポリプロピレンであってもよ
い。また、治療用及び（又は）生体活性的非金属繊維材料は、１種類又は２種類以上の治
療薬を吸収したり放出するために使用されるのがよい。また、耐伸縮性部材は、金属又は
金属合金で作られたものであってもよく、かかる金属又は金属合金は、放射線不透過性金
属、例えば白金であるのがよい。耐伸縮性部材が、例えばエチレン－オクテンコポリマー
、ポリプロピレン又はポリエチレンのような繊維から作られている場合、コイルの遠位端
部のところ又はその近くに位置するコイルの一部を接着剤により又は繊維の端部を加熱す
ることにより耐伸縮性部材の一端に取り付けるのがよい。別の特徴では、耐伸縮性部材が
例えばエチレン－オクテンコポリマー、ポリプロピレン又はポリエチレンのようなポリマ
ーで作られている場合、耐伸縮性部材は又、耐伸縮性部材に熱エネルギーを与えることに
より切り離し可能であるのがよい。
【００１２】
　本発明は又、患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配備するための装置を提供
する。治療器具は、治療器具の近位端と遠位端との間にルーメンを構成する血流閉塞コイ
ルを有する。治療器具を、例えば、繊維材料の少なくとも１つのループにより、血流閉塞
コイルの遠位端部のところに設けられた変位（ずれている）コイルにより、或いは、受け
具として治療器具の近位端のところに取り付けられたループによって、プッシャ部材の遠
位端に取外し可能に取り付けられるのがよい。治療器具を機械的に又は注入により配備す
るのがよい。
【００１３】
　別の特徴では、耐伸縮性部材は、細長いプッシャ部材の遠位端に取外し可能に取り付け
られ、耐伸縮性部材を細長いプッシャ部材の遠位端から外す手段が設けられる。一代替例
では、プッシャ部材に取り付けられたコネクタ繊維が、治療器具を血管系内への治療器具
の配置のためにプッシャ部材に取外し可能に取り付けており、血管系内への血流閉塞コイ
ルの所望の配置が達成されると、コネクタ繊維を切り離して、コネクタ繊維が血流閉塞コ
イルの配備のために血流閉塞コイルをプッシャ部材から放出するようにする手段が設けら
れる。コネクタ繊維を切り離す手段は、コネクタ繊維が熱可塑性材料、例えばポリエチレ
ンで作られている場合、抵抗加熱ヒーターワイヤ又はコイルを含むのがよい。耐伸縮性部
材が例えばエチレン－オクテンコポリマー、ポリプロピレン又はポリエチレンのようなポ
リマーで作られている場合、耐伸縮性部材を上述の切り離し手段によって同じように切り
離すこともできる。
【００１４】
　別の代替例では、治療器具の近位端は、遠位治療部分及び近位ステム部分を有し、近位
ステム部分は、少なくとも１つの丸形部材を含む。拘束材料の本体が、細長いプッシャ部
材の遠位端に取り付けられており、この拘束材料の本体は、治療器具の近位ステム部分の
少なくとも１つの丸形部材に係合する応力を受けた形態と、治療器具の近位ステム部分の
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少なくとも１つの丸形部材から引っ込められた回復した形態とを有する。一形態では、拘
束材料の本体は、その近位端からその遠位端まで延びる管状カラーを形成する管状断面を
有する。拘束材料の本体は、例えばポリウレタンのようなポリマー又は例えばニッケルチ
タン合金で作られるのがよい。
【００１５】
　本発明の上記特徴及び利点並びに他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明及び本発明の
特徴を例示として示す添付の図面から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配
備する本発明の装置の断面図である。
【図２】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配
備する本発明の装置の第１の変形実施形態の断面図である。
【図３】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配
備する本発明の装置の第２の変形実施形態の断面図である。
【図４】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配
備する本発明の装置の第３の変形実施形態を示す断面図である。
【図５】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配
備する本発明の装置の第３の変形実施形態を示す断面図である。
【図６】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配
備する本発明の装置の第４の変形実施形態の断面図である。
【図７】図６の耐伸縮性治療器具及び耐伸縮性治療器具を放出して配備するための装置の
断面図であり、耐伸縮性治療器具の放出の仕方を示す図である。
【図８】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配
備する本発明の装置の第５の変形実施形態の断面図である。
【図９】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して配
備する本発明の装置の第６の変形実施形態の断面図である。
【図１０】本発明の耐伸縮性治療器具及び患者の血管系内に耐伸縮性治療器具を放出して
配備する本発明の装置の第７の変形実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　治療器具の配備は、典型的には、プッシャ部材を用いてかかるコイルをカテーテル中に
押し込むことにより達成され、治療器具をプッシャから外すために種々の取外し機構が用
いられたが、かかるコイルは代表的には、送達カテーテルからいったん釈放され又は部分
的に釈放されると、これらのコイル形状から容易に変形する延性材料で作られ、したがっ
て、コイルはもはや押すことができず、コイルをカテーテル中に引き戻すと、その結果と
して、コイルの破断が生じる場合がある。本発明は、再配置又は交換のためにコイルの取
り出し中にコイルが破断する恐れを減少させるようかかる治療器具に耐伸縮性を与える。
本発明は又、コイルを配備した後にコイルの補強によって生じる剛性の増大を最小限に抑
えてコイルが所望の２次形状に自由に変わることができ、標的野の寸法形状に一致するこ
とができるようにすることが望ましい。
【００１８】
　図示のように、本発明は、患者の血管系内に放出されて配備される耐伸縮性治療器具、
例えば血流閉塞又は塞栓コイル１０で具体化されている。血流閉塞コイルは、近位端１２
、遠位端１４及び近位端と遠位端との間に延びるルーメン１６を有する。血流閉塞コイル
は、種々の材料で作られたものであってよく、かかる材料としては、金属又は金属合金、
例えばステンレス鋼又はニッケルチタン合金の１本又は２本以上のストランド（これは、
マーカとして役立つようにするために白金、タングステン又は金、例えば形状記憶ポリマ
ーのようなポリマー材料で作られた放射線不透過性ストランドを含むのがよい）、治癒プ
ロセスを促進するための１種類又は２種類以上の治療薬、例えば、１種類又は２種類以上
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のヒト成長調節因子、例えばインターロイキン、形質転換成長因子ｂ、血小板由来成長因
子の協同作用物、成長因子、薬剤、薬剤生成細胞、細胞再生因子、動脈瘤と同一タイプの
前駆細胞、動脈瘤の前駆細胞とは組織学的に異なる前駆細胞向けの単クローン性抗体で被
覆されたコイルが挙げられる。また、コイルを、ヒドロゲル、例えば、有機ゲル及び無機
ゲルから選択された１種類又は２種類以上のヒドロゲルで被覆するのがよく、かかるヒド
ロゲルを上述した治療薬のうち１種類又は２種類以上と組み合わせるのがよい。ヒドロゲ
ルの選択対象の有機ゲルとしては、例えば、多糖類及びムコ多糖類から形成されたゲルが
挙げられるが、これらには限定されず、多糖類及びムコ多糖類としては、ヒアルロン酸、
デキストラン、ヘパリン硫酸、コンドロイチン硫酸、ヘパリン、アガール、デンプン及び
アルギン酸塩、ポリアミノ酸、細胞成長及び治癒を助けるタンパク（フィブロネクチン、
ゲラチン、コラーゲン、フィブリン、ペクチン、アルブミン、オボアルブミン及びポリア
ミノ酸が挙げられるが、これらには限定されない）、コラーゲン－ヒドロキシエチル－メ
タクリレート（ＨＥＭＡ）、ポリホスファゼン、ポリホスホエステル、ポリエチレングリ
コール、ポリ酸化エチレン、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン、
ポリエチルオキサゾリン、ポリ酸化エチレン－コ－ポリプロピレンオキシドブロックコポ
リマー、ＰＧＡ－ＰＥＧ－ＰＧＡブロックコポリマー、ＰＧＡ－ＰＥＧジブロックコポリ
マー、アクリレート（ジアクリレート、オリゴアクリレート、メタクリレート、ジメタク
リレート、オリゴメトアクリレートを含むが、これらには限定されない）、例えば米国特
許第５，６２６，８６３号明細書に記載されているＰＥＧ－オリゴグリコリルアクリレー
ト（なお、この米国特許を参照により引用し、その記載内容を本明細書の一部とする）、
カルボキシアルキルセルロース（カルボキシメチルセルロースが挙げられるが、これには
限定されない）、部分酸化セルロース、生分解性ポリマー（グリコリド、ラクチド、ポリ
ラクチド、ａ－ヒドロキシ酸のポリエステルのポリマー及びオリゴマーが挙げられるが、
これらには限定されず、ａ－ヒドロキシ酸としては、乳酸及びグリコール酸、例えばポリ
（ａ－ヒドロキシ）酸が挙げられ（かかるポリ（ａ－ヒドロキシ）酸としては、ポリグリ
コール酸、ポリ－ＤＬ－乳酸、ポリ－Ｌ－乳酸及びＤＬ乳酸及びグリコリドのターポリマ
ーが挙げられる）、ｅ－カプロラクトン及びポリエステルと重合したｅ－カプロラクトン
、ポリラクトン及びポリカプロラクトン（かかるポリカプロラクトンとしては、ポリ（ｅ
－カプロラクトン）、ポリ（ｄ－バレロラクトン）及びポリ（ガンマ－ブチロラクトン）
が挙げられる）、ポリ無水物、ポリオストエステル、他のヒドロキシ酸、ポリジオキサノ
ン、非毒性であり又は人体内で代謝物質として存在する他の生物学的分解性ポリマー、並
びに非分解性ポリマー、例えばスチレン及びアクロレインが挙げられる。
【００１９】
　コラーゲン－ヒドロキシエチル－メタクリレート（ＨＥＭＡ）ヒドロゲルポリマーは、
３次元ポリマー網目構造定着巨大分子を形成するようゲル化且つ架橋親水性モノマー溶液
から作られるのが一般的である。親水性モノマー溶液の架橋は、親水性モノマー、例えば
ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）の遊離基（ラジカル）重合によって達成で
きる。モノマー溶液の有利基重合により形成されるヒドロゲルポリマーでは、水溶液をゲ
ル化するのに３次元網状構造を形成するのに架橋が必要である。代表的には、ＨＥＭＡモ
ノマー溶液をジメタクリレートによりゲル化するよう架橋するのがよい。ただし、他の架
橋剤、例えばエチレングリコールジメタクリレート又はメチルメタクリレートも又、ヒド
ロゲルを改質するのに重合中に使用できる。多種多様な他の親水性モノマーも又適してい
る場合がある。
【００２０】
　ヒドロゲルの選択対象の無機ゲルとしては、例えば、シリカ、アルミナ及び酸化鉄が挙
げられるが、これらには限定されない。加うるに、カテーテルを介して接着剤を導入して
動脈瘤の頸部を最初に密封するのを助けるのがよく、かかる接着剤を、シアノアクリレー
ト、ゲラチン／レゾルシノール／ホルモル、イガイ接着剤タンパク及び自家フィブリノー
ゲン接着剤から成る群から選択するのがよい。かくして、本発明のヒドロゲルは、経時的
に溶解するタイプ又は動脈瘤内で永続的閉塞剤として残るタイプのものであるのがよいこ
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とは明らかなはずである。放射線不透過性物質を選択された放射線不透過性金属、例えば
金又は白金の微粒子としてヒドロゲル中に混ぜ込むのがよい。
【００２１】
　耐伸縮性部材１８は、血流閉塞コイルのルーメンを通って延び、この耐伸縮性部材は、
第１の端部又は遠位端部２０及び第２の端部又は近位端部２２を有し、耐伸縮性部材の第
１又は遠位端部が、血流計測コイルにしっかりと取り付けられている。耐伸縮性部材及び
（又は）コイルは、第２の又は近位端部が患者の血管内への血流閉塞コイルの配置を可能
にするよう細長いプッシャ部材２４に取外し可能に取り付けられている。耐伸縮性部材は
、リボン、ワイヤ、編組、１次巻線、撚り材料、マルチフィラメント材料、又は撚りマル
チフィラメント材料として形成されるのがよく、また、かかる耐伸縮性部材は、治療用及
び（又は）生体活性的非金属繊維材料、例えば、絹、コラーゲン、エラスチン又は他の結
合タンパク、ポリグリコール酸又はポリグリコリド（ＰＧＡ）、ポリ乳酸又はポリ（Ｄ，
Ｌ－ラクチド）（ＰＬＡ）、ポリ（Ｄ，Ｌ－乳酸－コ－グリコール酸）（ＰＧＬＡ）又は
ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）（ＰＬＡ／ＰＧＡ）、ポリ（Ｌ－ラクチド）
（ＰＬＬＡ）、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－Ｄ，Ｌ－ラクチド）（ＰＬＬＡ／ＰＬＡ）、ポ
リ（Ｐ－ラクチド－コ－グリコリド）（ＰＬＬＡ／ＰＧＡ）、ポリ（グリコリド－コ－ト
リメチレンカーボネート）（ＰＧＡ／ＰＴＭＣ）、ポリ酸化エチレン（ＰＥＯ）、ポリジ
オキサノン（ＰＤＳ）、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ヒアルロン酸、ポリヒドロキシ
ブチレート（ＰＨＢＴ）、ポリ（ホスファゼン）、ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－カプロ
ラクトン）（ＰＬＡ／ＰＣＬ）、ポリ（グリコリド－コ－カプロラクトン）（ＰＧＡ／Ｐ
ＣＬ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリ無水物（ＰＡＮ）、ポリ（オルトエステ
ル）、ポリ（ホスフェートエステル）、ポリ（アミノ酸）、ポリ（ヒドロキシブチレート
）、これら物質のコポリマー並びにこれらの複合物及び組合せ、プラスチック又は他のポ
リマー、例えば、エチレン－オクテンコポリマー、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ
アクリレート、ポリアクリルアミド、ポリ（ヒドロキシエチルメタクリレート）、ポリウ
レタン、ポリシロキサン及びこれらのコポリマーで作られるのがよい。治療用及び（又は
）生体活性的非金属繊維材料は、生体吸収性、例えばＰＧＡであってもよく、或いは、非
吸収性、例えばポリプロピレンであってもよい。治療用及び（又は）生体活性的非金属繊
維材料は又、例えば上述したような１種類又は２種類以上の治療薬を吸収したり放出する
ために使用できる。耐伸縮性部材は又、金属又は金属合金で作られたものであってもよく
、かかる金属又は金属合金は、放射線不透過性金属、例えば白金であるのがよい。耐伸縮
性部材が、例えばエチレン－オクテンコポリマー、ポリプロピレン又はポリエチレンのよ
うな繊維から作られている場合、コイルの遠位端部のところ又はその近くに位置するコイ
ルの一部を接着剤、例えばシアノアクリレートにより又は繊維の端部を加熱することによ
り耐伸縮性部材の一端に取り付けるのがよい。繊維は又、放射線不透過性物質、例えば、
粉末状タンタル、タングステン、酸化ビスマス又は硫酸バリウムを含むよう繊維の組成物
を形成することにより放射線不透過性であるように作られたものであってもよい。
　図２及び図３に示すように、耐伸縮性部材は、２重にしたものであってもよく、この耐
伸縮性部材は、その遠位端２７が近位端部２９を備えたループ２８を形成するコイルの遠
位端寄りに又はかかる遠位端に取り付けられるのがよい。図１を参照すると、上述したよ
うに繊維材料、金属又は金属合金で作られたループ３０を例えば接着剤、例えばシアノア
クリレート接着剤で、耐伸縮性部材に取り付けるのがよい、ループ２８又は３０は代表的
には、以下に詳細に説明するように、耐伸縮性部材を細長いプッシャ部材に取外し可能に
連結するよう細長いプッシャ部材に取り付けられたコネクタ繊維又はファイバに連結され
ている。コイルそれ自体を例えば、図１に示すように接着剤、例えばシアノアクリレート
接着剤によりコイルに取り付けられた１つ又は２つ以上のループ、例えば繊維材料のルー
プ３１により、又は、図２に示すように、受け具としてコイルの近位端に取り付けられた
ループ３４、或いは図３に示すようにコイルの近位端のところに設けられたコイル３６の
変位端セグメントによって、プッシャ部材の遠位端に取外し可能に取り付けるのがよい。
図４及び図５に示すように、耐伸縮性部材の近位部分３７も又、例えば接着剤又は熱接着
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によりプッシャ部材に結合するのがよい。コイルと耐伸縮性部材の両方とプッシャ部材の
連結は、コイルが耐伸縮性部材上をこれに沿って滑ってキンク箇所を露出させるのを阻止
する。図３の実施形態の変形例であって、コイルをコイル３６の近位端のところのコイル
の変位端セグメントによりプッシャ部材の遠位端に取外し可能に取り付けてもよい図１０
に示す別の変形実施形態では、耐伸縮性部材は、２重にされたものであるのがよく、かか
る耐伸縮性部材は、その遠位端２７が、近位端２９を備えたループ２８を形成するコイル
の遠位端寄りに取り付けられるのがよく、この近位端２９は、コイルの変位端セグメント
周りにループ状になっている。
【００２２】
　本発明は又、患者の血管系内に耐伸縮性治療器具、例えば耐伸縮性血流閉塞コイル１０
を放出して配備する装置を提供する。耐伸縮性部材を細長いプッシャ部材の遠位端に取外
し可能に取り付ける手段３８が設けられている。図１～図３に示すように、一特徴では、
コネクタ繊維４０を例えば接着剤、例えばシアノアクリレート接着剤によって細長いプッ
シャ部材に取り付けるのがよく、或いは、コネクタ繊維を細長いプッシャ部材に結び付け
て血流閉塞コイルを血管系内への血流閉塞コイルの配置のためにプッシャ部材に取外し可
能に取り付けるのがよく、血管系内への血流閉塞コイルの所望の配置が達成されたとき、
血流閉塞コイルをプッシャ部材から取り外してこれを配備するために、コネクタ繊維を切
り離してコネクタ繊維が血流閉塞コイルを切って釈放又は放出する手段４２が、コネクタ
繊維に隣接して設けられている。コネクタ繊維を切り離す手段としては、例えば、コネク
タ繊維が熱可塑性材料、例えばポリエチレンで作られている場合、電線４６により制御ユ
ニット４８に接続された抵抗加熱ヒーターワイヤ又はコイル４４が挙げられる。
【００２３】
　図４及び図５を参照すると、本発明の別の実施形態として、近位端１２、遠位端１４、
近位端と遠位端との間に延びるルーメン１６を備えた耐伸縮性治療器具、例えば血流閉塞
コイル１０が提供され、耐伸縮性部材１８は、血流閉塞コイルのルーメンを貫通して延び
、耐伸縮性部材の第１の端部又は遠位端部２０は、治療器具にしっかりと取り付けられ、
耐伸縮性部材の第２の端部又は近位端部２２は、細長いプッシャ部材２４にしっかりと取
り付けられている。上述したように、リボン、ワイヤ、編組、１次巻線、撚り材料、マル
チフィラメント材料、又は撚りマルチフィラメント材料として形成されるのがよく、また
、かかる耐伸縮性部材は、治療用及び（又は）生体活性的非金属繊維材料、例えば、絹、
コラーゲン、エラスチン又は他の結合タンパク、ポリグリコール酸又はポリグリコリド（
ＰＧＡ）、ポリ乳酸又はポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド）（ＰＬＡ）、ポリ（Ｄ，Ｌ－乳酸－コ
－グリコール酸）（ＰＧＬＡ）又はポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）（ＰＬＡ
／ＰＧＡ）、ポリ（Ｌ－ラクチド）（ＰＬＬＡ）、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－Ｄ，Ｌ－ラ
クチド）（ＰＬＬＡ／ＰＬＡ）、ポリ（Ｐ－ラクチド－コ－グリコリド）（ＰＬＬＡ／Ｐ
ＧＡ）、ポリ（グリコリド－コ－トリメチレンカーボネート）（ＰＧＡ／ＰＴＭＣ）、ポ
リ酸化エチレン（ＰＥＯ）、ポリジオキサノン（ＰＤＳ）、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ
）、ヒアルロン酸、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢＴ）、ポリ（ホスファゼン）、ポ
リ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－カプロラクトン）（ＰＬＡ／ＰＣＬ）、ポリ（グリコリド－
コ－カプロラクトン）（ＰＧＡ／ＰＣＬ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリ無水
物（ＰＡＮ）、ポリ（オルトエステル）、ポリ（ホスフェートエステル）、ポリ（アミノ
酸）、ポリ（ヒドロキシブチレート）、これら物質のコポリマー並びにこれらの複合物及
び組合せ、プラスチック又は他のポリマー、例えば、エチレン－オクテンコポリマー、ポ
リプロピレン、ポリエチレン、ポリアクリレート、ポリアクリルアミド、ポリ（ヒドロキ
シエチルメタクリレート）、ポリウレタン、ポリシロキサン及びこれらのコポリマーで作
られるのがよい。治療用及び（又は）生体活性的非金属繊維材料は、生体吸収性、例えば
ＰＧＡであってもよく、或いは、非吸収性、例えばポリプロピレンであってもよい。治療
用及び（又は）生体活性的非金属繊維材料は又、例えば上述したような１種類又は２種類
以上の治療薬を吸収したり放出するために使用できる。耐伸縮性部材は又、金属又は金属
合金で作られたものであってもよく、かかる金属又は金属合金は、放射線不透過性金属、
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例えば白金であるのよい。耐伸縮性部材を接着剤、例えばシアノアクリレート接着剤でプ
ッシャ部材に結合するのがよいが、耐伸縮性部材が例えばエチレン－オクテンコポリマー
、ポリプロピレン又はポリエチレンのような繊維で作られている場合、耐伸縮性部材の第
２の端部又は近位端部を接着剤、例えばシアノアクリレート接着剤又は繊維の第２の端部
又は近位端部の加熱によりプッシャ部材に取り付けるのがよい。コネクタ繊維４０、例え
ばポリエチレン繊維を図４及び図５に示すように、例えば接着剤、例えばシアノアクリレ
ート接着剤又は熱接着により細長いプッシャ部材の外側部分に取り付けてもよく、或いは
、コネクタ繊維を細長いプッシャ部材に結び付けて、血管系内への治療器具の配置のため
に、例えばコイルに取り付けられたループ３４により又はコイルの変位端セグメントによ
ってプッシャ部材に取外し可能に取り付けてもよい。上述したように、コネクタ繊維を切
り離す手段４２は、電線４６により制御ユニット４８に接続された抵抗加熱ヒーターワイ
ヤ又はコイル４４を含むのがよい。
【００２４】
　治療器具を機械的に釈放又は放出できる図６及び図７に示す別の実施形態では、治療器
具の近位端部は、遠位治療部分５０及び近位ステム部分５２を有し、近位ステム部分は、
少なくとも１つの丸形部材５４を含む。拘束材料の本体５６が、細長いプッシャ部材５８
の遠位端に取り付けられており、この拘束材料の本体は、図６に示すような血流閉塞コイ
ルの近位ステム部分の少なくとも１つの丸形部材に係合する応力を受けた形態と、図７に
示すような治療器具の近位ステム部分の少なくとも１つの丸形部材から引っ込められた回
復した形態とを有する。細長いプッシャ部材の遠位端のところに設けられた端部分６０は
、治療器具の近位ステム部分の丸形部材に接触するのがよい。一代替例では、拘束材料の
本体は、その近位端部６２からその遠位端部６４まで延びる管状カラーを形成する管状断
面を有するのがよく、この端部分６０は、管状カラーの形状回復時に、治療器具の近位ス
テム部分の丸形部材に係合して治療器具を管状カラーから外すよう管状カラーの内部に設
けられている。拘束材料の本体は、例えばポリウレタンのようなポリマー又は例えばニッ
ケルチタン合金で作られたものであるのがよい。
【００２５】
　変形例として、図８及び図９に示すように、治療器具を注入により釈放又は放出しても
よい。図８を参照すると、治療器具の遠位端部は、遠位治療部分５０及び近位ステム部分
５２を有し、近位ステム部分は、少なくとも１つの丸形部材５４を有している。治療器具
送達組立体７０が設けられ、この治療器具送達組立体は、遠位端部７４を備えた細長い可
撓性管状カテーテル７２を有する。可撓性管状カテーテル７２を例えば、ポリエチレン、
ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、ナイロン及びイオノマー又は他のこれら
と類似した適当なポリマー、ステンレス鋼又はニッケルチタン合金ハイポチューブ等で作
るのがよい。細長い可撓性管状カテーテルの遠位端部は、切頭円錐形の形をしている。可
撓性管状カテーテル７２は、例えば接着により、例えばシアノアクリレート接着剤を用い
て可撓性管状カテーテルの遠位端部の外面に取り付けられた近位端部７８を備える管状遠
位先端部７６を有するのがよい。変形例として、管状遠位先端部を可撓性管状カテーテル
の遠位端部に熱接着してもよく、或いは、他の適当な手段により可撓性管状カテーテルの
遠位端部に取り付けてもよい。管状遠位先端部は、内部ルーメン８０及び遠位開口部８４
を画定する表面を備えた遠位端部８２を有する。一特徴では、管状遠位先端部の遠位端部
の直径は、近位端部よりも小さく、それにより、治療器具の近位端部を管状遠位先端部の
内部ルーメン内に捕捉することができる。かくして、管状遠位先端部は、切頭円錐形の形
をしている。変形例として、カテーテルの遠位端部及び管状遠位先端部について円筒形管
状形状も又適している場合がある。
【００２６】
　管状遠位先端部は代表的には、治療器具を管状遠位先端部の内部ルーメン内に保持する
のに十分剛性の可撓性材料で作られている。可撓性材料は、例えば、形状記憶ポリマー、
エラストマー、例えばポリウレタン、ナイロン、ＰＥＢＡＸポリマー、テロフレックス（
Ｔｅｌｏｆｌｅｘ）、ポリブチルテレフタレート（ＰＢＴ）、ＰＥＢＡＸ、Ｈｙｔｒｅｌ
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、Ａｒｎｉｔｅｌ、Ｒｉｔｅｆｌｅｘという商標名で入手できるポリマー、熱収縮チュー
ブ、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）又は高密度ポリエチレン（ＨＤＰ）又
は形状記憶金属、例えばニッケルチタン合金、例えば、ＮＩＴＩＮＯＬという商標名で入
手できるニッケルチタン合金であるのがよい。
【００２７】
　管状遠位先端部の内部ルーメン内に捕捉された治療器具の近位端部を外して治療器具の
近位端部を患者の血管系内の治療のために望ましい場所で管状遠位先端部の遠位開口部か
ら追い出すための手段も又設けられている。図８に示すように、治療器具の近位端部を管
状遠位先端部の内部ルーメンから外すための手段は、細長い可撓性管状カテーテル内に同
軸状に設けられた細長い可撓性プッシャ部材８６、例えば、可撓性金属ワイヤであるのが
よい。プッシャ部材の近位端部８８は、細長い可撓性管状カテーテルの近位端部から延び
ており、かかる近位端部は、プッシャ部材の近位端部のところに設けられていて、送達カ
テーテルを通るプッシャ部材の運動を制限するフランジ又は停止部分９０を有するのがよ
く、プッシャ部材の遠位端部９２は、治療器具の近位端部に接触してこれを管状遠位先端
部から外すようになっている。プッシャ部材の遠位端部も又、カテーテルの遠位端部まで
伸長できて治療器具の近位端部を可撓性管状遠位先端部から押し離して治療器具の近位端
部を外すよう対応の切頭円錐形の形をしているのがよい。
【００２８】
　治療器具を注入するために油圧釈放又は放出機構も又使用するのがよい。図９に示すよ
うに、管状遠位先端部は、体内管腔器具の遠位端部周りに流体密シールを形成するよう寸
法決めされたものであるのがよく、体内管腔器具を外す手段は、注入器９４であるのがよ
く、この注入器は、例えば流体チャンバ９８内の流体、例えば生食液を加圧して加圧流体
を可撓性ノズル１０１へ送るためのプランジャ９６を有し、この可撓性ノズルは、細長い
可撓性管状カテーテル内の加圧流体を供給して体内管腔器具の近位端部を管状遠位先端部
から追い出すために細長い可撓性管状カテーテルの近位端部に連結されているのがよい。
【００２９】
　耐伸縮性治療器具を釈放又は放出する他の機構、例えば、回転釈放又は放出機構も又利
用できることは認識されるべきである。上述のことから、本発明の特定の形態を図示する
と共に説明したが、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく種々の改造を行うことが
できることは明らかであろう。したがって、本発明は、特許請求の範囲の記載による以外
には限定されるものではない。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月2日(2011.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の血管系内に放出し、配備することができる耐伸縮性治療器具であって、
　近位端及び遠位端を備えた血流閉塞コイルを有し、該血流閉塞コイルは、前記近位端と
前記遠位端との間にルーメンを構成し、前記血流閉塞コイルは、該血流閉塞コイルの近位
端に取り付けられたループを含み、
　前記血流閉塞コイルの前記ルーメンを貫通した耐伸縮性部材を有し、該耐伸縮性部材は
、第１の端及び第２の端を有し、前記耐伸縮性部材は、前記耐伸縮性部材は、前記第１の
端が前記血流閉塞コイルの遠位端だけにしっかりと取り付けられおり、かつ、前記第２の
端が細長いプッシャ部材に取外し可能に取り付けられており、前記血流閉塞コイルは、患
者の血管系内への血流閉塞コイルの配置を可能にするように、該血流閉塞コイルの近位端
に取り付けられたループによって前記細長いプッシャ部材に取り付けることができる、
　耐伸縮性治療器具。
【請求項２】
　前記耐伸縮性部材は、ワイヤで作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項３】
　前記耐伸縮性部材は、金属で作られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項４】
　前記耐伸縮性部材は、白金及びニッケルチタン合金から成る群から選択された材料で作
られている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項５】
　前記耐伸縮性部材は、放射線不透過性である、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項６】
　前記耐伸縮性治療器具は、プッシャ部材に取外し可能に取り付けられている、請求項１
記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項７】
　前記耐伸縮性治療器具は、切り離し可能なによってプッシャ部材に取外し可能に取り付
けられている、請求項１記載の耐伸縮性治療器具。
【請求項８】
　前記切り離し可能な部材は、加熱することによって切り離すことができる、請求項７記
載の耐伸縮性治療器具。
【請求項９】
　患者の血管系内に放出し、配備することができる装置であって、
　近位端及び遠位端を備えた血流閉塞コイルを有し、該血流閉塞コイルは、前記近位端と
前記遠位端との間にルーメンを構成し、前記血流閉塞コイルは、該血流閉塞コイルの近位
端に取り付けられたループを含み、
　前記血流閉塞コイルの近位端に隣接した遠位端部を有する細長いプッシャ部材と、
　前記血流閉塞コイルの前記ルーメンを貫通した耐伸縮性部材とを有し、該耐伸縮性部材
は、第１の端及び第２の端を有し、前記耐伸縮性部材は、前記耐伸縮性部材は、前記第１
の端が前記血流閉塞コイルの遠位端だけにしっかりと取り付けられおり、かつ、前記第２
の端が細長いプッシャ部材に取外し可能に取り付けられており、前記血流閉塞コイルは、
患者の血管系内への血流閉塞コイルの配置を可能にするように、該血流閉塞コイルの近位
端に取り付けられたループによって前記細長いプッシャ部材に取り付けることができる、
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　装置。
【請求項１０】
　前記耐伸縮性部材は、ワイヤで作られている、請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　前記耐伸縮性部材は、金属で作られている、請求項９記載の装置。
【請求項１２】
　前記耐伸縮性部材は、白金で作られている、請求項９記載の装置。
【請求項１３】
　前記耐伸縮性部材は、放射線不透過性である、請求項９記載の装置。
【請求項１４】
　前記耐伸縮性治療器具は、プッシャ部材に少なくとも１つの繊維材料のループによって
取外し可能に取り付けられている、請求項９記載の装置。
【請求項１５】
　前記耐伸縮性部材を前記細長いプッシャ部材の前記遠位端部から取り外す手段を更に有
し、該手段は、
　前記血管系内に血流閉塞コイルを配置できるよう前記血流閉塞コイルを前記プッシャ部
材に取外し可能に取り付けるコネクタ繊維と、
　前記コネクタ繊維及び前記耐伸縮性部材に隣接して設けられていて、前記血管系内への
前記血流閉塞コイルの所望の配置が達成されると、前記コネクタ繊維及び前記耐伸縮性部
材を切り離して、前記コネクタ繊維が前記血流閉塞コイルの配備のために前記血流閉塞コ
イルを前記プッシャ部材から放出するようにする手段とを有する、請求項９記載の装置。
【請求項１６】
　前記コネクタ繊維を切り離す前記手段は、抵抗加熱ヒーターワイヤから成る、請求項１
５記載の装置。
【請求項１７】
　前記コネクタ繊維は、熱可塑性材料で作られている、請求項１５記載の装置。
【請求項１８】
　前記コネクタ繊維は、ポリエチレンで作られている、請求項１５記載の装置。
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