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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　僧帽弁プロテーゼをドッキングするためのシステムであって、
　ステム部分と第1の湾曲形状で前記ステム部分に接続される遠位部分とを備えるコイル
ガイドカテーテルであって、前記遠位部分が、僧帽弁輪の湾曲に概ね沿うように構成され
た第2の湾曲形状を有し、前記第1の湾曲部分および前記第2の湾曲部分が、真っ直ぐな構
成で送出されて、僧帽弁に近い心臓内で活性化されて前記第1の湾曲形状および前記第2の
湾曲形状にすることができる、コイルガイドカテーテルと、
　前記コイルガイドカテーテル内に受容されて前記コイルガイドカテーテルから送出され
るように構成された螺旋状アンカーであって、前記コイルガイドカテーテルから送出され
た後に、予め形成された螺旋状の構成を有する多重コイルとして形成され、且つ、前記コ
イルガイドカテーテルから完全に送出されてコイル部分が前記僧帽弁輪の上および下に埋
め込まれる際に、人工僧帽弁を支持するように構成されている螺旋状アンカーと、
を備えるシステム。
【請求項２】
　患者の前記僧帽弁の位置に送出され、前記多重コイルの内側で膨脹して前記僧帽弁の弁
尖と係合することができる人工弁をさらに備える、請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記人工弁は、前記人工弁と前記螺旋状アンカーとを結合させるために前記多重コイル
と係合するように構成された溝を備える、請求項2に記載のシステム。



(2) JP 6049761 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記螺旋状アンカーは、形状記憶材料をさらに含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項５】
　前記多重コイルは、隣接する次のコイルに比べて拡径されたコイルとして形成された末
端のコイル部分を備え、前記末端のコイル部分は、前記コイル部分が前記僧帽弁輪の上お
よび下に位置する状態で前記多重コイルが前記コイルガイドカテーテルから完全に送出さ
れたときに、前記心臓の左心房壁と係合するように構成される、請求項1に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記螺旋状アンカーと結合され、前記僧帽弁の弁尖と係合するように構成された複数の
固着アームをさらに備える、請求項1に記載のシステム。
【請求項７】
　前記固着アームは、フック状部材をさらに備える、請求項5に記載のシステム。
【請求項８】
　前記僧帽弁に対する相対的な前記螺旋状アンカーの配置を案内するために前記螺旋状ア
ンカーと結合するように構成された接続要素を有する制御カテーテルをさらに備える、請
求項1に記載のシステム。
【請求項９】
　前記制御カテーテルは、スネアカテーテルをさらに含む、請求項8に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記制御カテーテルは、把持具を持つカテーテルをさらに含む、請求項8に記載のシス
テム。
【請求項１１】
　前記螺旋状アンカーは、前記接続要素を前記螺旋状アンカーに結合させることができる
ように構成された係合要素をさらに備える、請求項8に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記螺旋状アンカーの位置決めを補助するために前記コイルガイドカテーテルから送出
されるように構成された位置決め用螺旋状部をさらに備える、請求項1に記載のシステム
。
【請求項１３】
　前記第2の湾曲部分と結合されると共に、前記螺旋状アンカーが送出されるときに前記
僧帽弁の上への前記第2の湾曲部分の位置決めを補助するように構成された延長部をさら
に備える、請求項1に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記延長部は、平坦な膜をさらに備える、請求項13に記載のシステム。
【請求項１５】
　アンカー送出カテーテルとアンカーとをさらに備え、前記アンカー送出カテーテルは、
前記アンカーを前記僧帽弁の位置の組織内に送出させるために前記コイルガイドカテーテ
ルと結合される、請求項1に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記螺旋状アンカーは、ソリッドワイヤをさらに備える、請求項1に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記螺旋状アンカーは、ガイドワイヤ上で送出されるように構成された中空のワイヤを
さらに備える、請求項1に記載のシステム。
【請求項１８】
　僧帽弁プロテーゼをドッキングするためのデバイスであって、
　カテーテルから患者の僧帽弁の位置まで送出され、次いで膨張するように構成された膨
張可能なステントであって、上側端部と下側端部とを有する膨張可能なステントと、
　前記下側端部と結合されると共に、前記僧帽弁の弁尖と係合するように構成された複数
の固着アームと、
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　を備えるデバイス。
【請求項１９】
　前記固着アームは、フック状部材をさらに備える、請求項18に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記フック状部材は、前記ステントが膨脹するときに寸法が変化する、請求項19に記載
のデバイス。
【請求項２１】
　前記膨張可能なステントは、膨張可能な心房部分と膨張可能な弁保持部分とをさらに備
え、前記膨張可能な心房部分は心臓内の前記僧帽弁の位置で膨脹したときに左心房壁と係
合するように構成され、前記弁保持部分は前記僧帽弁の弁尖と係合するように適合され、
前記固着アームは前記弁保持部分と結合される、請求項18に記載のデバイス。
【請求項２２】
　僧帽弁プロテーゼをドッキングするための螺旋状アンカーであって、コイルガイドカテ
ーテル内に受容されて前記コイルガイドカテーテルから送出されるように構成された螺旋
状アンカーにおいて、
　前記螺旋状アンカーは、前記コイルガイドカテーテルから送出された後に、予め形成さ
れた螺旋状の構成を有する多重コイルを備え、且つ、前記コイルガイドカテーテルから完
全に送出されてコイル部分が僧帽弁輪の上および下に埋め込まれる際に、人工僧帽弁を支
持するように構成されており、
　前記螺旋状アンカーは、遠位端部分を備え、前記遠位端部分は、前記遠位端部分が隣接
する次のコイルから離間されるように、隣接する次のコイルに対して半径方向外側に向か
って下向きに延在し、自然僧帽弁の交連部の間に送出されるように構成される、螺旋状ア
ンカー。
【請求項２３】
　僧帽弁プロテーゼをドッキングするための螺旋状アンカーであって、コイルガイドカテ
ーテル内に受容されて前記コイルガイドカテーテルから送出されるように構成された螺旋
状アンカーにおいて、
　前記螺旋状アンカーは、前記コイルガイドカテーテルから送出された後に、予め形成さ
れた螺旋状の構成を有する多重コイルを備え、且つ、前記コイルガイドカテーテルから完
全に送出されてコイル部分が僧帽弁輪の上および下に埋め込まれる際に、人工僧帽弁を支
持するように構成されており、
　前記多重コイルは、自然僧帽弁輪の上方に配置されるように構成された上側心房コイル
と、前記自然僧帽弁輪の下方に配置されるように構成された下側心室コイルとを備えてお
り、前記上側心房コイルと前記下側心室コイルとは隣り合っていると共に、前記上側心房
コイルと前記下側心室コイルとの間には、埋め込みの際に前記上側心房コイルおよび前記
下側心室コイルが僧帽弁の弁尖組織を捕捉しないように、前記多重コイルの埋め込み前に
空間を形成する間隙がさらに設けられている、螺旋状アンカー。
【請求項２４】
　前記上側心房コイルは、前記下側心室コイルより大きい直径を有し、埋め込み後に心臓
の心房壁と係合するように構成される、請求項23に記載の螺旋状アンカー。
【請求項２５】
　僧帽弁プロテーゼをドッキングするための螺旋状アンカーであって、コイルガイドカテ
ーテル内に受容されて前記コイルガイドカテーテルから送出されるように構成された螺旋
状アンカーにおいて、
　前記螺旋状アンカーは、前記コイルガイドカテーテルから送出された後に、予め形成さ
れた螺旋状の構成を有する多重コイルを備え、且つ、前記コイルガイドカテーテルから完
全に送出されてコイル部分が僧帽弁輪の上および下に埋め込まれる際に、人工僧帽弁を支
持するように構成されており、
　前記多重コイルは、自然僧帽弁輪の上方に配置されるように構成された上側心房コイル
と、前記自然僧帽弁輪の下方に配置されるように構成された下側心室コイルとを備えてお
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り、前記上側心房コイルの平面から外に延在して前記上側心房コイルから離間する延長部
が、心臓内への埋め込みの際に心房の壁と係合して安定化をもたらすように、さらに備え
られている、螺旋状アンカー。
【請求項２６】
　僧帽弁プロテーゼをドッキングするための螺旋状アンカーであって、コイルガイドカテ
ーテル内に受容されて前記コイルガイドカテーテルから送出されるように構成された螺旋
状アンカーにおいて、
　前記螺旋状アンカーは、前記コイルガイドカテーテルから送出された後に、予め形成さ
れた螺旋状の構成を有する多重コイルを備え、且つ、前記コイルガイドカテーテルから完
全に送出されてコイル部分が僧帽弁輪の上および下に埋め込まれる際に、人工僧帽弁を支
持するように構成されており、
　前記多重コイルは、複数の上側心房コイルと複数の下側心室コイルとを備え、前記上側
心房コイルは、自然僧帽弁輪の上方に配置されると共に上向きに延在するように構成され
、それによって、前記僧帽弁プロテーゼの位置が、僧帽弁輪に対する相対的な所望の高さ
に調整可能に位置決めされる、螺旋状アンカー。
【請求項２７】
　前記複数の下側心室コイルは、その中に僧帽弁の弁尖を収容し、前記僧帽弁の前尖によ
る大動脈弁の閉塞を防ぐように構成される、請求項26に記載の螺旋状アンカー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その開示が参照により本明細書に組み込まれている、2012年11月26日に出願
した米国仮出願第61/796,964号(係属)、2012年9月27日に出願した米国仮出願第61/744,46
8号(係属)、2012年5月3日に出願した米国仮出願第61/687,898号(係属)、2012年1月31日に
出願した米国仮出願第61/592,796号(係属)の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、一般に、置換術および置換装置などの心臓弁に関連する医学的手技およびデ
バイスに関する。より詳細には、本発明は、さまざまな先天性異常および機能障害を有す
る心臓弁の置換に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ヒト心臓の左心房から左心室内に流れ込む血流を制御する僧帽弁の合併症は、致命的な
心不全を引き起こすことが知られている。先進国世界では、弁膜心疾患の最も一般的な形
態のうちの1つが、僧帽弁閉鎖不全症とも称される、僧帽弁の漏れであり、これは、左心
室から僧帽弁を通り左心房に逆流する血液の異常な漏れによって特徴付けられる。これは
、僧帽弁の弁尖が複数回の梗塞の後に適切に会合または閉鎖しなくなったときの虚血性心
疾患、左心室が拡大する突発性および高血圧性心筋症を原因とし、変性疾患によって引き
起こされるような弁尖および腱索の異常を伴って生じることが最も一般的である。
【０００４】
　僧帽弁閉鎖不全症に加えて、僧帽弁の狭まりつまり僧帽弁狭窄症は、リウマチ性疾患の
結果であることが最も多い。これは、先進諸国では実質的になくなっているが、生活水準
がそれほど高くない地域ではまだ普通のことである。
【０００５】
　僧帽弁の合併症に類似しているのは、左心室から大動脈に入る血流を制御する、大動脈
弁の合併症である。例えば、多くの老齢患者が、大動脈弁狭窄を発症する。歴史的に、従
来の治療は、大きく開く心臓切開手技(large open heart procedure)による弁置換術であ
った。この手術は、侵襲性が高いので回復に相当の時間を要する。幸いなことに、この10
年間に、心臓切開手術を、外科的切開を行わずに、または心臓が停止している間に循環を
支持するために人工心肺装置を使わなくても素早く実行できるカテーテル手術で置き換え
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る技術が大きく進歩した。カテーテルを使用することで、弁は、圧縮され血管を通して心
臓に送出されるステントまたはステント状の構造物上に取り付けられる。次いで、ステン
トは、膨脹し、弁が機能し始める。その機能不全の弁は、取り除かれないが、その代わり
に、新しい弁を収納したステントによって押しつぶされるか、または変形される。変形さ
れた組織は、新しい人工弁を固着するのを助ける働きをする。
【０００６】
　弁の送出は、患者体内で容易にアクセスできる動脈から行うことができる。最も一般的
なのは、これが、大腿動脈および腸骨動脈にカニューレが挿入されうる鼠径部からなされ
ることである。肩領域も使用され、そこでは鎖骨下静脈および腋窩動脈もアクセスされう
る。この手術からの回復は、際立って速い。
【０００７】
　すべての患者が純粋にカテーテルだけの手術を行えるわけではない。いくつかの場合に
おいて、動脈が小さすぎて、カテーテルを心臓に通すことができないか、または動脈の疾
患が進みすぎているか、もしくは曲がりくねりすぎている。これらの場合には、外科医は
、胸部小切開(開胸)を行い、次いで、これらのカテーテルベースのデバイスを直接心臓内
に入れることができる。典型的には、左室心尖で巾着縫合が行われ、送出システムが心尖
に通される。次いで、弁は、最終位置に送出される。これらの送出システムは、大動脈そ
れ自体から大動脈弁にアクセスするためにも使用されうる。観血療法時に大動脈中に大動
脈弁送出システムを直接導入する外科医もいる。弁は、かなり変化する。ステントの一形
態であることが多い取り付け構造がある。人工弁尖は、取り付けおよび保持構造物上のス
テントの内側に運ばれる。典型的には、これらの弁尖は、従来の外科的弁で使用される生
物由来物質から作られる。弁は、動物からの実際の心臓弁組織であってよいか、またはよ
り多くは、弁尖は、ウシ、ブタ、またはウマの心膜組織から作られる。これらの弁尖は、
免疫原性を低減し、その耐久性を改善するために処置される。多くの組織処理技術が、こ
の目的のために開発されている。今後、生物工学的に作製される組織が使用されうるか、
または高分子もしくは他の非生物物質が、弁尖に使用されうる。これらはすべて、本開示
で説明されている発明に組み込まれうる。
【０００８】
　実際、大動脈弁疾患の患者よりも僧帽弁疾患の患者の方が多い。この10年の間に、多く
の企業が、カテーテルもしくは侵襲の少ない埋め込み型大動脈弁を製作することに成功し
ているか、または僧帽弁の移植がより難しく、現在までよい結果が得られていない。患者
にとっては、小切開を採用する外科的手技によって、または鼠径部などからカテーテル挿
入によってデバイスを埋め込むことが都合がよいであろう。患者の観点からは、カテーテ
ル手術は、非常に魅力的である。この時点では、僧帽弁をカテーテル手術で置き換えるの
に利用可能な市販手段はない。僧帽弁置換を必要とする多くの患者は、高齢者であり、心
臓切開手術は痛みを伴い、危険であり、回復までに時間を要する。患者によっては、高齢
である、虚弱であるということで、外科手術の対象にすらならない。したがって、離れた
場所で置かれた弁置換デバイスの必要性が特にある。
【０００９】
　以前には、弁修復よりむしろ僧帽弁置換が僧帽弁疾患を患っている患者に対するより否
定的な長期予後に関連していると考えられたが、この考えには疑問符が付いている。現在
、僧帽弁漏れまたは僧帽弁逆流のある患者に対する転帰は、弁が修復されようと置換され
ようと、ほとんど等しいと確信されている。さらに、僧帽弁の外科的修復の耐久性は、現
在、問題視されている。修復を受けている、多くの患者が、数年の間に漏れを再発してい
る。これらの患者の多くが高齢者なので、老齢患者の再診療は、患者にも、医師にも歓迎
されない。
【００１０】
　カテーテル僧帽弁置換術の最も顕著な障害は、弁を適所に保持することである。僧帽弁
は、大きな繰り返し荷重の作用を受ける。左心室の圧力は、収縮前にゼロに近づき、次い
で、収縮期血圧まで上昇し(または大動脈狭窄がある場合にはそれより高い)、これは、患



(6) JP 6049761 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

者が収縮期性高血圧症を患っている場合に非常に高い値となりうる。多くの場合、弁にか
かる荷重は、150mHg以上である。心臓は鼓動するときに動くので、この動きと荷重とが合
わさって弁を転位させる。また、この動きと律動的な荷重は、材料を疲労させ、材料の破
砕を引き起こしうる。そのため、弁を固着することに付随する大きな問題点がある。
【００１１】
　カテーテル送出僧帽弁置換術を行うことに付随する別の問題点にサイズがある。インプ
ラントは、強い保持および漏れ回避特徴部を有し、弁を収納していなければならない。プ
ロテーゼを別々にして、最初にアンカー(anchor)またはドック(dock)を入れて、次いで、
弁を2度目に埋め込むことによってこの問題を解決できる可能性がある。しかし、この状
況では、患者は、アンカーまたはドックの埋め込みから弁の埋め込みまでの間安定した状
態を保っていなければならない。患者の自然僧帽弁が、アンカーもしくはドックによって
機能しない状態にされた場合、患者は、たちまち、不安定になり、手術者は、やむなく、
急いで新しい弁を埋め込むか、または場合によっては、アンカーもしくはドックを取り外
して手術を放棄することによって患者を安定させることになりうる。
【００１２】
　僧帽弁置換術の別の問題点に、弁の周りの漏れ、つまり弁周囲逆流である。弁の周りに
良好なシールが画成されていない場合、血液が漏れて左心房内に逆流する可能性がある。
これは、心臓に負荷をかけ、血液が噴流で漏れの部位を通過するときに血液を損傷しうる
。溶血または赤血球破壊は、これが発生する場合によく見られる合併症である。弁周囲逆
流は、大動脈弁が最初にカテーテルに埋め込まれたときに遭遇するありがちな問題のうち
の1つであった。外科的置換術の際に、外科医が弁縫合線の外側に間隙を確認して、それ
を修復することができるので弁を置換するときに外科医にとって非常に有利である。カテ
ーテルの挿入があると、これは可能でない。さらに、大きな漏れがあると、患者の生存率
が下がる可能性があり、これは運動性を制限し、患者を不快にする(例えば、呼吸不足、
水腫、疲労)症状の原因となりうる。したがって、僧帽弁置換術に関係するデバイス、シ
ステム、および方法は、置換弁の周りの漏れを防ぎ、修復する手段を組み込むべきである
。
【００１３】
　患者の僧帽弁輪も極めて大きくなる可能性がある。企業が外科的置換弁を開発するとき
に、この問題は、生産される実際の弁のサイズの数を制限し、次いで、弁の縁の周りにさ
らに布カフを追加して弁のサイズを大きくすることによって解決される。例えば、患者は
、45mmの弁輪を有することがある。この場合、実際の人工弁の直径は、30mmであってよく
、差は、布カフ材料のより大きなバンドを人工弁の周りに追加することによって形成され
る。しかし、カテーテル手術では、人工弁にさらに多くの材料を加えるのは、材料が小さ
な送出システムによって凝縮され、保持されなければならないので、問題となる。多くの
場合、この方法は、非常に難しく、非実用的であるため、代替的解決法が必要である。
【００１４】
　大動脈の位置に関して多数の弁が開発されているので、弁開発を繰り返すのを回避し、
既存の弁を活用することが望ましい。これらの弁は、開発し、市場に出すコストが非常に
高かったため、その応用範囲を広げることは、時間とお金の相当の節約になりうる。次い
で、そのような弁のための僧帽弁アンカーおよびドッキングステーションを作成すると有
用であろう。次いで、大動脈の位置について開発された既存の弁は、おそらくある程度の
修正を伴って、ドッキングステーションに埋め込むことが可能である。Edwards Sapien(
商標)弁などの、いくつかのすでに開発済みの弁は無修正で適合する場合がある。Coreval
ve(商標)などの他のものは、埋め込み可能であるが、アンカーとの最適な係合および心臓
内への嵌合のためある程度の修正を要することがある。
【００１５】
　多数のさらなる合併症が、保持状態の悪い、または位置の悪い僧帽弁置換プロテーゼか
ら生じうる。つまり、弁は、心房または心室内に転位して、これが患者にとって致命的に
なる可能性がある。事前プロテーゼアンカー(Prior prosthetic anchor)は、組織を穿刺
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してプロテーゼを保持することによって転位の危険性を低減している。しかし、これは危
険な操作であるが、それというのも、長い距離のところから尖った物体により穿通がなさ
れなければならず、心臓に穴があき、患者が怪我をするという危険性があるからである。
【００１６】
　僧帽弁位人工弁の配向も重要である。弁は、血液が心房から心室に容易に流れ込むのを
許されなければならない。一定角度で入るプロテーゼは、流れを悪くし、心臓もしくは弁
尖の壁による流れの妨げを生じ、血行力学的結果を低下させる可能性がある。心室壁に対
する反復する収縮も、心臓の後壁の破裂を引き起こし、患者の急死を招く可能性がある。
【００１７】
　外科的僧帽弁修復または置換術では、ときには、僧帽弁弁尖の前尖が左心室流出領域内
に押し込まれ、これが、左心室を空にする働きを低下させる。この症候群は、左心室路流
出障害として知られている。置換弁それ自体は、それが大動脈弁の近くに位置する場合に
左心室流出路障害を引き起こしうる。
【００１８】
　置換僧帽弁を埋め込むときに直面するさらに別の障害は、人工心肺装置が循環を支持し
なくても患者が安定を保てるようにプロテーゼを配置している間に患者の自然僧帽弁が一
定の間隔で機能し続ける必要がある点である。
【００１９】
　それに加えて、さまざまな埋め込みアプローチで利用できるデバイスおよび方法を提供
することも望ましい。特定の患者の解剖学的構造および臨床的症状に応じて、医療専門家
は、観血的手技(open procedure)(心臓切開手術もしくは低侵襲手術)で置換弁を心臓内に
直接挿入するか、または非観血的手技(closed procedure)(カテーテルベースの埋め込み
など)で静脈からおよび動脈を経由して置換弁を挿入するなど、埋め込みの最適な方法に
関する決定を行うことを望んでいる場合がある。医療専門家に、選択可能な複数の埋め込
みオプションを用意することが好ましい。例えば、医療専門家は、心室または僧帽弁の心
房側のいずれかから置換弁を挿入することを望む場合がある。
【００２０】
　したがって、本発明は、当技術分野のこれらの問題および他の問題を解消するデバイス
および方法を提供する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明は、安定化された、左心房から左心室内に流れる血流を制御するために僧帽弁置
換プロテーゼを保持することができるドッキングステーションを実現する。非侵襲的手技
または低侵襲的手技においてそのような組み合わせの位置決めを改善するための他のデバ
イスおよび方法が提供される。自然僧帽弁の交連部を通して、または置換弁プロテーゼの
外面の周りでの漏れなどの、血液のさらなる逆流もしくは漏れを防止するための追加のデ
バイスおよび方法も提供される。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　一態様では、本発明は、僧帽弁プロテーゼをドッキングするためのシステムを実現する
。システムは、コイルガイドカテーテルと螺旋状アンカーとを備える。コイルガイドカテ
ーテルは、ステム部分と第1の湾曲部分でステム部分に接続される遠位部分とを備える。
遠位部分は、僧帽弁輪の湾曲に概ね沿うように構成された第2の湾曲部分を備える。螺旋
状アンカーは、コイルガイドカテーテル内に受容されてコイルガイドカテーテルから押し
出されるか、または他の何らかの形でコイルガイドカテーテルから送出されるように構成
される。螺旋状アンカーは、コイルガイドカテーテルから押し出された後に予め形成され
た螺旋状の構成を有する多重コイルとして形成される。螺旋状アンカーは、代わりに他の
様式でコイルガイドカテーテルから送出されてもよいが、これにより、押し出しは、コイ
ルを徐々に、自然僧帽弁に対して相対的に正確で適切な所望の位置に置かれうる。また、
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手術者が得られる位置決めに満足しない場合、螺旋状アンカーをコイルガイドカテーテル
に戻して、配置手技を再び開始することができる。螺旋状アンカーは、コイルガイドカテ
ーテルから完全に押し出されるか、または送出され、コイル部分を僧帽弁輪の上および下
にして埋め込まれる際に人工僧帽弁を支持するように構成される。システムは、さまざま
なコンポーネントをさらに備えることができる。人工弁が備えられ、患者の僧帽弁位置に
送出され、多重コイルの内側に膨脹して僧帽弁の弁尖と係合することができる。人工弁は
、人工弁を螺旋状アンカーと結合するための多重コイルと係合するように構成された溝を
備えることができる。螺旋状アンカーは、形状記憶材料をさらに備えることができる。多
重コイルは、次の隣接するコイルに対して拡大された直径を持つコイルとして形成される
、テール状延長部などの末端コイル部分を備えることができる。この延長は他の形態もと
りうる。螺旋状アンカーのコイルは、多くの異なる形状および形態をとることができ、そ
の一部が本明細書に示されている。コイルは、コイルスプリングなどの別の平面内にあり
うるか、または一部もしくは全部のコイルが、埋め込み前の少なくとも最初に、概して同
じ平面内にあってよい。末端コイル部分は、多重コイルが、コイル部分が僧帽弁輪の上お
よび下にある状態でコイルガイドカテーテルから完全に送出されたときに心臓の左心房壁
と係合するように構成される。
【００２３】
　システムは、螺旋状アンカーと結合され、僧帽弁弁尖と係合するように構成された複数
の固着アームをさらに備えることができる。固着アームは、フック状部材などの、さまざ
まな構成を有することができる。制御要素がシステム内に装備されるものとしてよく、こ
れは螺旋状コイルの配置を僧帽弁に関してガイドするため螺旋状アンカーと直接的にまた
は間接的に結合するように構成された接続要素を備える。制御要素は、スネアカテーテル
もしくは把持手段を含むカテーテル、または単純にケーブルもしくは縫合糸および同様の
ものなどのさまざまな形態をとりうる。螺旋状アンカーは、接続要素を螺旋状アンカーと
結合することを可能にするように構成された係合要素をさらに備えることができる。この
係合要素は、螺旋状アンカーの拡大先端部もしくは端部などのさまざまな形態をさらにと
りうる。
【００２４】
　システムは、螺旋状アンカーの位置決めを補助するためにコイルガイドカテーテルから
押し出されるか、または他の何らかの形で送出されるように構成された位置決め用螺旋状
部をさらに備えることができる。延長部は、コイルガイドカテーテルの第2の湾曲部分と
結合され、螺旋状アンカーが送出されるときに僧帽弁の上への第2の湾曲部分の位置決め
を補助するように構成されうる。延長部は、僧帽弁の頂部と係合するための平坦な膜を備
えるなど、さまざまな形態を備えることができる。システムは、アンカー送出カテーテル
とアンカーとをさらに備えることができる。アンカー送出カテーテルは、例えば、アンカ
ーを僧帽弁位置の組織内のに送出するようにコイルガイドカテーテルおよび/または螺旋
状アンカーと結合される。例えば、複数のアンカーが、僧帽弁の交連部のところで輪組織
および/または閉鎖間隙に褶襞を形成するように送出されうる。
【００２５】
　例えば、螺旋状アンカーは、ガイドワイヤで送出されるように構成された中身の詰まっ
たワイヤまたは中空ワイヤを備えることができる。
【００２６】
　別の例示的な実施形態では、本発明は、膨張可能ステントおよび複数の固着アームを備
える僧帽弁プロテーゼをドッキングするためのデバイスを実現する。膨張可能ステントは
、カテーテルから患者の僧帽弁位置に送出され、次いで膨張するように構成される。膨張
可能ステントは、上側端部と下側端部とを備える。複数の固着アームは、下側端部と結合
され、僧帽弁弁尖と係合するように構成される。固着アームは、フック状部材などの、さ
まざまな構成を備えることができる。さまざまな実施形態において、固着アームのフック
状部材または他の構成は、ステントが膨張するときに寸法を変化させうる。膨張可能ステ
ントは、膨張可能心房部分と膨張可能弁保持部分とをさらに備えることができる。膨張可
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能心房部分は、心臓内の僧帽弁位置で膨脹したときに左心房壁と係合するように構成され
る。弁保持部分は、僧帽弁弁尖と係合するように適合される。固着アームは、弁保持部分
と結合される。
【００２７】
　本発明は、さまざまな方法ならびに心臓内の僧帽弁位置で僧帽弁プロテーゼをドッキン
グすることに関連するそのような方法を実行するための追加のデバイス、システム、およ
びコンポーネントも実現する。例えば、さまざまな方法およびシステムは、手術者がカテ
ーテルを回さなくても人工僧帽弁アンカーまたはドッキングデバイスが埋め込まれること
を可能にするが、むしろ、手術者がカテーテルベースの経皮的手技においてより容易な押
すおよび/または引く動作を使用することを可能にする。多重コイル状に巻かれた螺旋状
アンカーの先端部は、コイルガイドカテーテルから自然僧帽弁の反対側へ向けられうる。
把持要素を持つ1つまたは複数のスネアカテーテルなどの制御要素は、僧帽弁位置に送出
する際に螺旋状アンカーの位置を導くことを補助するために使用されうる。別の方法は、
螺旋状アンカーの一部が自然僧帽弁の下に位置し、別の部分は自然僧帽弁の上に配置され
るが、弁組織とは接触せず、むしろ心房組織にのみ係合するように多重コイル状に巻かれ
た螺旋状アンカーの配置を伴う。螺旋状アンカーの下側部分は、自然僧帽弁弁尖と係合し
て圧迫するものとしてよい。螺旋状アンカーは、さまざまな直径を持つコイルを有するこ
とができ、これらのコイルの1つまたは複数のセグメントは、螺旋状アンカー、および最
終的には、人工僧帽弁の安定化のため心房壁と当接または係合するように構成されうる。
【００２８】
　より具体的に言うと、本発明は、例えば、患者の心臓内の僧帽弁位置にコイルガイドカ
テーテルを導くことを含めて患者の心臓内に僧帽弁プロテーゼを埋め込む方法を提供する
。概ね僧帽弁の平面内にある予め形成された湾曲部分は左心房内に配置され、予め形成さ
れた部分の湾曲は、僧帽弁輪の湾曲に概ね沿う。この予め形成された湾曲部分は、コイル
ガイドカテーテルから押し出されるか、または延伸されるときにその湾曲した形状をとり
うるか、または僧帽弁位置に挿入された後または挿入されるときに予備成形された湾曲し
た形状に合わせて活性化されうる。螺旋状アンカーは、螺旋状アンカーの一部が自然僧帽
弁の上に来て、一部が僧帽弁の下に来るようコイルガイドカテーテルから多重コイルの形
態で送出される。僧帽弁プロテーゼは、僧帽弁プロテーゼが螺旋状アンカーによって支持
されるように螺旋状アンカーの多重コイル内に埋め込まれる。
【００２９】
　さらなる態様では、例えば、導入器が、心臓組織に通して導かれ、コイルガイドカテー
テルが、導入器を通して僧帽弁位置に導かれる。あるいは、この方法は、コイルガイドカ
テーテルを患者の静脈系を通して僧帽弁位置に導くことによって経皮的に実行されうる。
制御要素は、自然僧帽弁に関して螺旋状アンカーを所望の位置にガイドするために使用さ
れうる。制御要素は、螺旋状アンカーの一部と適当に結合する(直接的にまたは間接的に)
要素などの好適な形態をとりうる。例えば、制御要素は、把持具または縫合糸などによっ
て、螺旋状アンカーに直接的に結合されうるか、または制御要素は、コイルガイドカテー
テルと結合されうる。制御要素は、自然僧帽弁に関して螺旋状アンカーを適所に押しおよ
び/または引くために使用される。螺旋状アンカーの先端部は、交連部のうちの1つのとこ
ろで自然僧帽弁の弁尖の間またはその上に押し出されるか、または他の何らかの形で送出
され、次いで、僧帽弁の下にさらに導かれ患者の左心室内に入れられるものとしてよい。
あるいは、螺旋状アンカーの先端部は、最初に、左心室内に送出され、その後、それを弁
尖の間に導くことなどによって左心房内に送出されうる。僧帽弁プロテーゼと螺旋状アン
カーの一部との間に布を配置するとよい。基準にする目的で、ガイドワイヤが使用されう
る。例えば、ガイドワイヤは、大動脈弁を通して、大動脈内へと配置されうる。次いで、
ガイドワイヤは、螺旋状アンカーの位置決めを補助するために、基準として使用されうる
。
【００３０】
　追加の態様では、組織アンカー送出カテーテルが、螺旋状アンカーおよび/またはコイ
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ルガイドカテーテルを使用して僧帽弁位置にガイドされうる。第1の組織アンカーは、組
織アンカー送出カテーテルを使用して僧帽弁位置の組織内に送出される。次いで、第2の
組織アンカーが、僧帽弁位置の組織内に送出され、次いで、第1および第2の組織アンカー
が、組織に褶襞を形成するか、または近づけるために1つに固定されうる。
【００３１】
僧帽弁プロテーゼは、螺旋状アンカー内のある場所に送出され、僧帽弁プロテーゼは、最
初に、好適なカテーテルを通して送出するときに非膨脹状態にある。次いで、僧帽弁プロ
テーゼは、僧帽弁プロテーゼが多重コイルによって支持されるように膨張する。僧帽弁プ
ロテーゼが膨張すると、プロテーゼは膨脹して自然僧帽弁弁尖に当接し、弁尖は、弁尖が
確実に固定されるようにプロテーゼと心室コイルまたは他の固着構造との間に固定される
。これは、弁プロテーゼ支持を構成することに加えて前尖による大動脈弁の閉塞を防ぐ働
きをする。
【００３２】
　別の一般的な方法では、僧帽弁プロテーゼは、患者の心臓内の僧帽弁位置にステント送
出カテーテルを導くことによって患者の心臓内に埋め込まれる。ステントドックは、ステ
ント送出カテーテルから伸長される。ステントドックの心房部分は、心房部分が左心房の
壁と係合するように左心房内で膨脹する。ステントドックの弁保持部分は、膨脹して自然
僧帽弁の弁尖に当接する。僧帽弁プロテーゼは、僧帽弁プロテーゼがステントドックによ
って支持されるように弁保持部分内に埋め込まれる。
【００３３】
　さらなる態様では、さまざまな螺旋状アンカーは、僧帽弁プロテーゼをドッキングする
ため望ましい実施形態で構成される。一実施形態では、アンカーは、コイルガイドカテー
テルから送出された後予備成形されたコイル状構成を有し、ガイドカテーテルから完全に
送出された後、人工僧帽弁を支持するように適合され、僧帽弁輪の上および下のそれぞれ
のコイル部分とともに埋め込まれる多重コイルを備える。一態様では、螺旋状アンカーは
、遠位端部分を備え、遠位端部分は、遠位端部分が次の隣接するコイルから相隔てて並び
、自然僧帽弁の交連部の間に送出されるように構成されるように次の隣接するコイルに関
して下方、半径方向外向きに延在するように形成される。
【００３４】
　別の態様では、螺旋状アンカーは、自然僧帽弁輪の上に配置されるように適合された上
側心房コイルおよび僧帽弁輪の下に配置されるように適合された下側心室コイルを備える
。上側コイルは下側コイルに隣接し、上側コイルと下側コイルとの間に間隙が形成され、
これにより、上側および下側コイルが埋め込み時に僧帽弁弁尖組織を捕捉しないようにコ
イルの埋め込み前に存在する空間を形成する。これは、例えば、自然僧帽弁組織が交連部
のところで自然に閉じ、それらの場所での血液の漏れを防止することを可能にしうる。上
側コイルは、埋め込み後に心臓の心房壁と係合するように下側コイルより大きい直径を有
するものとしてよい。
【００３５】
　別の態様では、多重コイルは、自然僧帽弁輪の上に配置されるように適合された上側心
房コイルおよび自然僧帽弁輪の下に配置されるように適合された下側心室コイルを備える
。この態様では、延長部が、上側コイルの平面から外に延在し、心臓内の埋め込み後に心
房の壁と係合し、安定化をもたらすように上側コイルから相隔てて並ぶ。
【００３６】
　別の態様では、多重コイルは、複数の上側心房コイルと複数の下側心室コイルとを備え
る。上側心房コイルは、自然僧帽弁輪の上に配置されるように適合され、僧帽弁プロテー
ゼの位置を僧帽弁輪に関して所望の高さに調整可能に位置決めするように上方に延在する
。これは、手術者が、例えば、大動脈弁を通して心室から血液が流出するのを妨げない高
さに、僧帽弁プロテーゼを位置決めすることを可能にしうる。複数の下側心室コイルは、
ここで僧帽弁弁尖を収容し、また僧帽弁前尖による大動脈弁の閉塞を防ぐように構成され
うる。
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【００３７】
　さまざまな追加の利点、方法、デバイス、システム、および特徴は、添付図面と併せて
例示的な実施形態の以下の詳細な説明を検討すると、当業者には理解しやすい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１Ａ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施
形態の配置を示す斜視図である。
【図１Ｂ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施
形態の配置を示す斜視図である。
【図１Ｃ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施
形態の配置を示す斜視図である。
【図１Ｄ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施
形態の配置を示す斜視図である。
【図１Ｅ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施
形態の配置を示す斜視図である。
【図１Ｆ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施
形態の配置を示す斜視図である。
【図１Ｇ】図1Fに示されている螺旋状アンカーを示す断面図である。
【図１Ｈ】図1Fおよび図1Gに示されている螺旋状アンカーによって保持される弁プロテー
ゼを示す断面図である。
【図１Ｉ】心房内の配置されているコイルが弁尖と接触しないが心房の壁に当接して固着
する、心臓の僧帽弁位置に配置されている螺旋状アンカーの代替的実施形態の断面図であ
る。
【図１Ｊ】図1Iに示されている螺旋状アンカーによって保持される弁プロテーゼを示す断
面図である。
【図１Ｋ】心臓の僧帽弁位置に配置されている螺旋状アンカーの別の代替的実施形態によ
って保持されている弁プロテーゼの断面図である。
【図２】コイルから外向きに延在する初期領域を特徴とする、僧帽弁プロテーゼに対する
別の代替的螺旋状アンカーの斜視図である。
【図３】図2に示されている螺旋状アンカーの側面図である。
【図４】図2および図3に示されている螺旋状アンカーの底面図である。
【図５】自然僧帽弁内の交連部を介して心臓の僧帽弁位置に配置されている螺旋状アンカ
ーの俯瞰図である。
【図６】テーパーはないが、最初にわずかな外向きの曲がりを有することを特徴とする、
僧帽弁プロテーゼの別の代替的螺旋状アンカーの斜視図である。
【図７】心房壁と係合することができる幅広のテール部分または延長部を有する別の代替
的螺旋状アンカーの斜視図である。
【図８】心臓の僧帽弁位置に配置されているように示されている、図7のテール部分より
実質的に幅広であるテール部分または延長部を有する別の代替的螺旋状アンカーの斜視図
である。
【図９Ａ】固着アームを有し、鞘内の圧縮状態から展開状態に膨脹する代替的螺旋状アン
カーの斜視図である。
【図９Ｂ】固着アームを有し、鞘内の圧縮状態から展開状態に膨脹する代替的螺旋状アン
カーの斜視図である。
【図９Ｃ】固着アームを有し、鞘内の圧縮状態から展開状態に膨脹する代替的螺旋状アン
カーの斜視図である。
【図１０Ａ】部分断面図で示されている、鞘内に保持され、心臓の僧帽弁位置に配置され
ている、図9Aの螺旋状アンカーを示す斜視図である。
【図１０Ｂ】弁尖と係合する固着アームを示す心臓の僧帽弁位置に配置されている図9A～
図10Aの螺旋状アンカーを示す断面図である。
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【図１０Ｃ】図9A～図10Cの螺旋状アンカーによって保持される弁プロテーゼを示す断面
図である。
【図１１Ａ】圧縮状態から展開状態に膨張する固着アームを示す、図9A～図9Cの螺旋状ア
ンカーの側面図である(わかりやすくするためほとんどの固着アームを取り外してある)。
【図１１Ｂ】圧縮状態から展開状態に膨張する固着アームを示す、図9A～図9Cの螺旋状ア
ンカーの側面図である(わかりやすくするためほとんどの固着アームを取り外してある)。
【図１１Ｃ】圧縮状態から展開状態に膨張する固着アームを示す、図9A～図9Cの螺旋状ア
ンカーの側面図である(わかりやすくするためほとんどの固着アームを取り外してある)。
【図１２Ａ】ステントドッキングが膨張し、短くなるときに持ち上がるフックを有するス
テントドッキングの一実施形態の側面図である。
【図１２Ｂ】ステントドッキングが膨張し、短くなるときに持ち上がるダブルワイヤフッ
クを有するステントドッキングの別の実施形態の側面図である。
【図１３Ａ】ワイヤが真っ直ぐにされるときに上方に持ち上げられ、ステントドッキング
内に組み込まれうる、蛇行ワイヤにそって広がるフックの側面図である。
【図１３Ｂ】ワイヤが真っ直ぐにされるときに上方に持ち上げられ、ステントドッキング
内に組み込まれうる、蛇行ワイヤにそって広がるフックの側面図である。
【図１４Ａ】蛇行ワイヤが真っ直ぐにされるときに上方に持ち上げられ、螺旋状アンカー
内に組み込まれうる、蛇行ワイヤにそって広がる中央保持ワイヤおよびフックに取り付け
られた蛇行ワイヤの側面図である。
【図１４Ｂ】蛇行ワイヤが真っ直ぐにされるときに上方に持ち上げられ、螺旋状アンカー
内に組み込まれうる、蛇行ワイヤにそって広がる中央保持ワイヤおよびフックに取り付け
られた蛇行ワイヤの側面図である。
【図１４Ｃ】鞘内に配置され、ワイヤが鞘に引き通されるときに上方に持ち上げられるワ
イヤ上に形成されたフックの断面図である。
【図１４Ｄ】鞘内に配置され、ワイヤが鞘に引き通されるときに上方に持ち上げられるワ
イヤ上に形成されたフックの断面図である。
【図１５Ａ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあるステントドッキングの
一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図１５Ｂ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあるステントドッキングの
一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図１５Ｃ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあるステントドッキングの
一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図１５Ｄ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあるステントドッキングの
一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図１５Ｅ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあるステントドッキングの
一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図１５Ｆ】弁尖および心房壁と係合するときの図15Eのステントドッキングの断面図で
ある。
【図１５Ｇ】図15Fに示されているステントドッキングによって保持される弁プロテーゼ
を示す断面図である。
【図１６Ａ】閉状態から開状態に遷移する心房コンポーネントを有するステントドッキン
グの斜視図である。
【図１６Ｂ】閉状態から開状態に遷移する心房コンポーネントを有するステントドッキン
グの斜視図である。
【図１６Ｃ】弁保持部分が膨脹し、フックが展開するときの図16Aおよび図16Bのステント
ドッキングの斜視図である。
【図１６Ｄ】弁保持部分が膨脹している図16A～図16Cの完全に展開されたステントドッキ
ングの断面図である。
【図１７Ａ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使って螺旋状アン
カーを配置する代替的手技を示す斜視図である。
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【図１７Ｂ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使って螺旋状アン
カーを配置する代替的手技を示す斜視図である。
【図１７Ｃ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使って螺旋状アン
カーを配置する代替的手技を示す斜視図である。
【図１７Ｄ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使って螺旋状アン
カーを配置する代替的手技を示す斜視図である。
【図１８Ａ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使って螺旋状アン
カーを配置する別の代替的手技を示す斜視図である。
【図１８Ｂ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使って螺旋状アン
カーを配置する別の代替的手技を示す斜視図である。
【図１８Ｃ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使って螺旋状アン
カーを配置する別の代替的手技を示す斜視図である。
【図１９Ａ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使ってステントド
ッキングを配置する代替的手技を示す斜視図である。
【図１９Ｂ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使ってステントド
ッキングを配置する代替的手技を示す斜視図である。
【図１９Ｃ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使ってステントド
ッキングを配置する代替的手技を示す斜視図である。
【図１９Ｄ】部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に静脈系を使ってステントド
ッキングを配置する代替的手技を示す斜視図である。
【図１９Ｅ】部分断面図で示されている、弁プロテーゼがステントドッキングの弁保持部
分内に一体化され、心臓の僧帽弁位置に配置されている、本発明の代替的実施形態の断面
図である。
【図２０】アンカーの螺旋部分が展開され、固着ループが鞘内に保持されている、部分断
面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す
斜視図である。
【図２１】螺旋部分を心房内に、固着ループを心室内に展開するように鞘が引っ込められ
ている、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に配置された図20の螺旋状アンカ
ーの近景図である。
【図２２】カフの補助を用い図20～図21の螺旋状アンカーによって保持される弁プロテー
ゼを示す断面図である。
【図２３Ａ】右心房内に配置されたガイドワイヤおよび左心室を介して左心房内に配置さ
れた位置決め螺旋部の補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあ
る螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図２３Ｂ】右心房内に配置されたガイドワイヤおよび左心室を介して左心房内に配置さ
れた位置決め螺旋部の補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあ
る螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図２３Ｃ】右心房内に配置されたガイドワイヤおよび左心室を介して左心房内に配置さ
れた位置決め螺旋部の補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあ
る螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図２３Ｄ】右心房内に配置されたガイドワイヤおよび左心室を介して左心房内に配置さ
れた位置決め螺旋部の補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にあ
る螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図２４Ａ】経中隔送出を介して左心房内に配置されている位置決め用螺旋部の補助を用
いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態
の配置を示す斜視図である。
【図２４Ｂ】経中隔送出を介して左心房内に配置されている位置決め用螺旋部の補助を用
いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態
の配置を示す斜視図である。
【図２４Ｃ】経中隔送出を介して左心房内に配置されている位置決め用螺旋部の補助を用
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いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態
の配置を示す斜視図である。
【図２５Ａ】自然僧帽弁の弁尖の下にコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテ
ルを引き込む引きひもの補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に
ある螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図２５Ｂ】自然僧帽弁の弁尖の下にコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテ
ルを引き込む引きひもの補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に
ある螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図２５Ｃ】自然僧帽弁の弁尖の下にコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテ
ルを引き込む引きひもの補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置に
ある螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図２６Ａ】自然僧帽弁の弁尖の下に螺旋状アンカーを引き込むスネアの補助を用いる、
部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置
を示す斜視図である。
【図２６Ｂ】自然僧帽弁の弁尖の下に螺旋状アンカーを引き込むスネアの補助を用いる、
部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置
を示す斜視図である。
【図２６Ｃ】自然僧帽弁の弁尖の下に螺旋状アンカーを引き込むスネアの補助を用いる、
部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置
を示す斜視図である。
【図２７Ａ】図26A～図26Cに示されているコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテ
ーテルの近景図である。
【図２７Ｂ】下向きに湾曲した先端部を有する図27Aのコイル送出カテーテルまたはコイ
ルガイドカテーテルを示す図である。
【図２８Ａ】自然僧帽弁弁尖の下で左心房から左心室内に延在するガイドワイヤの補助を
用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形
態の配置を示す斜視図である。
【図２８Ｂ】自然僧帽弁弁尖の下で左心房から左心室内に延在するガイドワイヤの補助を
用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形
態の配置を示す斜視図である。
【図２９Ａ】自然僧帽弁の弁尖の下に螺旋状アンカーを引き込む把持具の補助を用いる、
部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置
を示す斜視図である。
【図２９Ｂ】自然僧帽弁の弁尖の下に螺旋状アンカーを引き込む把持具の補助を用いる、
部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置
を示す斜視図である。
【図２９Ｃ】自然僧帽弁の弁尖の下に螺旋状アンカーを引き込む把持具の補助を用いる、
部分断面図で示されている、心臓の僧帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置
を示す斜視図である。
【図３０Ａ】螺旋状アンカーの端部を保持するために顎部が閉じられている状態の、図29
A～図29Cの把持具の近景図である。
【図３０Ｂ】螺旋状アンカーの端部を解放するために顎部が開いている状態の、図29A～
図29Cの把持具の近景図である。
【図３１Ａ】自然僧帽弁に関してシステムを中央に位置決めし、自然僧帽弁の弁尖の下に
螺旋状アンカーを引き込む把持具の補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧
帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図３１Ｂ】自然僧帽弁に関してシステムを中央に位置決めし、自然僧帽弁の弁尖の下に
螺旋状アンカーを引き込む把持具の補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧
帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図３１Ｃ】自然僧帽弁に関してシステムを中央に位置決めし、自然僧帽弁の弁尖の下に
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螺旋状アンカーを引き込む把持具の補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧
帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図３１Ｄ】自然僧帽弁に関してシステムを中央に位置決めし、自然僧帽弁の弁尖の下に
螺旋状アンカーを引き込む把持具の補助を用いる、部分断面図で示されている、心臓の僧
帽弁位置にある螺旋状アンカーの一実施形態の配置を示す斜視図である。
【図３２Ａ】カテーテルのステムが部分断面図で示されている心臓の僧帽弁の第1の交連
部内に配置されたときに、終端部の先端部が僧帽弁の第2の交連部に実質的に近い位置に
配置されるような形状の終端部を有するコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテー
テルの一実施形態の斜視図である。
【図３２Ｂ】コイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテルのU字形部分が僧帽弁
輪を辿ることを示す図32Aのコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテルの上面
図である。
【図３２Ｃ】アンカーが図32Aのコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテルか
ら押し出されるときに先端部の近位で螺旋状アンカーに取り付けられるように心房内に挿
入される把持具を示す斜視図である。
【図３２Ｄ】先端部の近位で螺旋状アンカーに取り付けられるときの図32Cの把持具の近
景図である。
【図３２Ｅ】把持具が螺旋状アンカーに取り付けられ、アンカーがコイル送出カテーテル
またはコイルガイドカテーテルから押し出されているときに螺旋状アンカーをガイドする
ために使用されている、図32Eのシステムの斜視図である。
【図３３】断面図で示されている、左心房の壁に据え付けられている帆に似た延長部を有
するコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテルの代替的実施形態の斜視図であ
る。
【図３３Ａ】図33のコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテルおよび帆に似た
延長部を示す断面図である。
【図３４Ａ】断面図で示されている、心臓の心房内にコイル送出カテーテルまたはコイル
ガイドカテーテルから延在する螺旋状アンカーの端部の近くにスネアカテーテルが取り付
けられている本発明によるシステムの斜視図である。
【図３４Ｂ】僧帽弁輪がコイル送出カテーテルまたはコイルガイドカテーテルのU字形部
分より実質的に大きいことを示している、図34Aのシステムの上面図である。
【図３４Ｃ】スネアカテーテルを介して交連部のところの僧帽弁弁尖間のアンカーの配置
を示す、図34Aのシステムの斜視図である。
【図３４Ｄ】スネアカテーテルを介して前と後の両方の僧帽弁弁尖を通るアンカーの配置
を示す、図34Aのシステムの上面図である。
【図３４Ｅ】第1の交連部が褶襞形成された後に組織アンカー送出カテーテルを介して第2
の交連部のところの僧帽弁弁尖などの組織を通る組織アンカーの配置を示す図34A～図34D
のシステムの斜視図である。
【図３４Ｆ】両方の交連部のところの完全褶襞形成部を示す図34A～図34Eのシステムの上
面図である。
【図３４Ｇ】図34Fに示されているような褶襞形成部の断面図である。
【図３４Ｈ】心臓の僧帽弁位置に配置されている螺旋状アンカーのコイルと係合するよう
に設計されている螺旋状の溝を持つ表面を有する人工僧帽弁の断面図である。
【図３４Ｉ】螺旋状アンカーのコイルと係合している人工僧帽弁の溝の断面図である。
【図３４Ｊ】僧帽弁弁尖の下に配置されているアンカーのコイルが弁尖を上方に圧迫する
か、または上方に付勢されて弁尖と当接するように心臓の僧帽弁位置に配置されている代
替的螺旋状アンカーの断面図である。
【図３４Ｋ】僧帽弁弁尖の下に配置されているアンカーのコイルが弁尖を上方に圧迫して
交連部を閉じる間の、心房壁を圧縮する僧帽弁弁尖の上に配置されているアンカーのコイ
ルを示す図34Jの螺旋状アンカーの上面図である。
【図３４Ｌ】図34Kの直線34L-34Lにそって切り取られた断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３９】
　最初に図1A～図1Fを参照すると、患者の心臓の僧帽弁位置に螺旋状アンカーを位置決め
するためのデバイス、システム、および方法が図示されている。この一連の図において、
システムは、左室心尖から送出される。しかし、システムは、心房、心室、または大動脈
から開いている心臓内に直接埋め込むことによっても使用されうるか、または埋め込みは
、左心房内に送出されるカテーテルから埋め込みが行われうるか、または大動脈弁から左
心室内に逆行しうることは理解されるであろう。同様に、システムは、開いている胸部内
で心房内に、または心尖を介して経皮的に導入されうる。
【００４０】
　図1Aは、小開胸、胸骨切開によって、または上側腹部切開で横隔膜の下から、患者の心
臓14の左心室10の心尖6内に挿入される導入器2を示している。特に有利なアプローチの1
つは、左心室10の心尖6の近くの患者の胸部を小切開し、次いで、心臓14の心尖6を通して
小切開することである。心尖6からの血液の漏れを防ぐために、標準的な巾着縫合を利用
して、導入器2を適所に保持し、取り外すときに欠陥部を閉じることが可能である。また
、入口と出口に閉塞器デバイスを使用することも可能である。大動脈18、大動脈弁22、お
よび右心室26は、例示を目的として図示されている。ガイドワイヤ30は、左心室10を通し
て導入器2の内腔34から、自然僧帽弁44の前弁尖38と後弁尖42との間に送られ、これによ
り、ガイドワイヤ30の一部が左心房46内に位置決めされる。ガイドワイヤ30と腱索48また
はその付随する乳頭筋56、60とが絡み合うのを回避するためにガイドワイヤ30を送るとき
に注意が必要である。送出カテーテル64(図1B)は、次いで、ガイドワイヤ30上で送られう
る。導入器2の内腔34は、さまざまな送出システムコンポーネントの進入を許す十分な大
きさであるべきである。
【００４１】
　別の実施形態では、導入器2は、血液の漏れを防ぐため逆止弁(図示せず)を組み込むこ
とができる。多数のそのようなデバイスが説明されており、多くは1つまたは複数のダッ
クビル弁を採用している。ガイドワイヤ30は、真っ直ぐであるか、またはU字形先端部も
しくは左心房46内への進入を許す都合のよい形状をとることができる。
【００４２】
　図1Bに示されているように、送出カテーテル64は、ガイドワイヤ30上で左心房46内に導
入される。送出カテーテル64は、コイルガイドカテーテル68の導入を可能にする。コイル
ガイドカテーテル68は、螺旋状アンカー72の導入を補助するように設計された予備成形形
状を有し、任意の材料からなり、および/または予備成形形状に合わせて使用する際に活
性化するのを許す様式で設計されうる。例えば、真っ直ぐにすることができ、解放後にそ
の予備成形形状を保持するように設計することもできる。例えば、コイルガイドカテーテ
ル68は、ニチノール(NiTi)などの形状記憶材料またはその形状を保持するプラスチックか
ら形成されうる。また、コイルガイドカテーテル68は、複数の層かなる複合体とすること
も可能である。例えば、これは、ポリマーカバーを有するニチノールチューブを備えるこ
とができる。これはまたカバーを有する、またはカバーを有しないニチノールのメッシュ
もしくは織物で構成することも可能である。内側は、螺旋状アンカー72を導入できるよう
より滑らかで滑りやすくする潤滑コーティング材料などの摩擦低減材料で裏打ちすること
も可能である。コイルガイドカテーテル68は、コイルガイドカテーテル68に比べて比較的
剛性の高い、送出カテーテル64による導入のため真っ直ぐにされる。予備成形形状を得る
ための他のオプションとして、コイルガイドカテーテル68の遠位端を比較的真っ直ぐな要
素として導入し、次いで、以下で説明される、螺旋状アンカー72の適切な導入および位置
決めを支援する1つまたは複数の湾曲などによる、所望の予備成形形状をとるように活性
化することが挙げられる。このような活性化可能な設計の1つは、一緒に引っ張ったとき
に、所望の形状をとる面取り部を持つ小さなコイルセグメントを含む。当業者であれば、
コイルガイドカテーテル68は、送出カテーテル64などの、送出デバイスを使用することな
く僧帽弁位置に導かれうることを理解するであろう。本発明の実施形態において使用され
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るコイルガイドカテーテル68または他のカテーテルデバイスを操作することを目的として
、遠位端を曲げるさまざまな知られている方法のうちのどれかが利用されうる。
【００４３】
　一実施形態では、コイルガイドカテーテル68は、左心房46内、または僧帽弁交連部80の
近くの左心室10のすぐ内側に位置決めされる。交連部80は、僧帽前弁尖38および僧帽後弁
尖42が互いに接触して弁周または輪84のところで僧帽弁44を閉じる点である。この位置は
、心臓14が開いている場合に視覚的に確認できる。しかし、閉じられた鼓動している心臓
14でこの手技を実施することが好ましい。この場合、蛍光透視、X線、CT、またはMR撮像
などのイメージングモダリティが使用されうる。2Dまたは3Dの心エコー検査法も、この位
置をガイドするのを助けるために使用されうる。コイルガイドカテーテル68も、螺旋状ア
ンカー72の配置のため左心室10内に位置決めされうる。
【００４４】
　送出カテーテル64が取り出されるときに、コイルガイドカテーテル68は、図1Cに示され
ているように、その予備成形形状をとり、螺旋状アンカー72の導入をしやすくする。コイ
ルガイドカテーテル68は、ステム88とU字形部分92とを備える。コイルガイドカテーテル6
8は、これが送出する螺旋状アンカー72に類似する直径を持つほぼ円形の内腔96を有する
。コイルガイドカテーテル68のU字形部分92は、僧帽弁44の平面に概して平行になるよう
に配向され、螺旋状アンカー72が僧帽弁44の平面内に押し出されるように心臓14の内側に
コイルガイドカテーテル68の深さを正しく位置決めするのを助ける。これは、螺旋状アン
カー72が弁尖38、42の下に近づく形で導かれることを保証する。螺旋状アンカー72の先端
部100も、弁尖38、42の下に螺旋状アンカー72が導かれうるようにわずかな外向き、下方
の曲がりを有することができる。コイルガイドカテーテル68は、弁46と平行に置かれてい
るU字形部分92の前のステム88のところでわずかの上向きの曲がりを持つように示されて
いる。これは、必要ないが、螺旋状アンカー72を適所に押し込む難しさを軽減するのに役
立つ。コイルガイドカテーテル68の遠位部分は、図示されているように、弁44と輪84とに
平行である必要はないことも理解されるであろう。これはその代わりに角度を付けていて
もよく、それでも螺旋状アンカー72の遠位端は自然に下方へ、弁尖38、42の間に向き、次
いで、適切な位置に押し出されるか、コイル状に巻いて、または螺旋を描いて適所に入る
。また、本明細書のそれぞれの実施形態において、弁、弁尖、または心臓組織の穿刺を行
う必要はないことにも留意されたい。
【００４５】
　図1Cに示されているように、螺旋状アンカー72は、螺旋状アンカー72の端部が後弁尖42
の下へ辿り始めるように送られている。コイルガイドカテーテル68の先端部100は、弁46
の平面の上に配置されるが、これは、後弁尖42の下に配置されてもよい。組織のどの領域
をも貫通する必要はないことに留意されたい。螺旋状アンカー72は、交連部80の近くの弁
尖38、42の間を通る。弁尖38、42を通る貫通が使用されうるが、弁尖38、42のデリケート
な性質によりあまり望ましくないことは理解される。また、螺旋状アンカー72を、交連部
80から遠位にある配置を含む、任意の配置に通すことが可能である。この結果、螺旋状ア
ンカー72が配置された後、開始点が交連部80のところ、またはその近くにない場合に弁尖
38、42の一方または両方の折り畳みもしくは曲げを生じうる。
【００４６】
　螺旋状アンカー72は、コイルガイドカテーテル68に押し通すことによってさらに送られ
る。図1Dは、僧帽弁44の下に位置決めされた螺旋状アンカー72の1回転のほとんどを示し
ている。螺旋状アンカー72の下側コイル104の数は、1未満から手術者が有用と考える数ま
で変えられる。アンカー72の下側コイルが僧帽弁輪84の下に配置された後、螺旋状アンカ
ー72の上側コイル108は、螺旋状アンカー72が送られるときにコイルガイドカテーテル68
を回転させることによって輪84の上に位置決めされる。これは、図1Eに示されている。
【００４７】
　形状記憶材料は、正しい位置をとるので、螺旋状アンカー72を僧帽弁輪84の上に送出す
るときに回転を回避することが可能である。しかし、螺旋状アンカー72は、回転がない場
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合に、ジャンプし、コイルガイドカテーテル68に力を加えうることは理解される。コイル
ガイドカテーテル68の回転を行わせる必要なく螺旋状アンカー72を挿入するための別の有
益なオプションは、コイルガイドカテーテル68を真っ直ぐにすることである。コイルガイ
ドカテーテル68が真っ直ぐにされた場合、円形予備成形形状を有する螺旋状アンカー72は
、コイルガイドカテーテル68の予備成形形状と競合しなくてよく、心房46の内側でその予
備成形形状を再びとることができる。
【００４８】
　螺旋状アンカー72が埋め込まれた後、コイルガイドカテーテル68が取り外される。図1F
は、2つほどのコイル108が僧帽弁輪84の上に配置されており、また2つのほどのコイル104
が僧帽弁輪84の下に配置されていることを示している。他の実施形態では、図示されてい
る配置構成は変えられる。手術者が嵌っていることを確認するときに、コイル104、108は
いくつあってもよい。輪84の上または下のコイル104、108の一部であっても、螺旋状アン
カー72を保持するのに十分であるものとしてよいことに留意されたい。螺旋状アンカー72
のサイズは、輪84の直径にかなり一致するように配置前に事前選択できることに留意され
たい。これは、螺旋状アンカー72の内側に配置されうる置換弁埋め込み物のサイズを最大
にし、交連部80で漏れが生じる危険性を低減するのに役立つ。
【００４９】
　コイル104と108との間の間隙は、螺旋状アンカー72を形成するときに調整することがで
きる。輪の上および下にあるコイル104、108の間にわずかに大きい間隙を残しておくこと
によって、心臓14が収縮するときに弁尖38、42のわずかな量の運動を許容することで弁組
織44が交連部80において閉じるようにすることが可能である。これは、螺旋状アンカー72
の周りに漏れがないことを保証する一戦略である。コイル104、108は、弁尖組織38、42を
捕捉する必要がない。実際、心室および心房のコイル104、108の間に間隙を残すことで、
弁尖組織38、42を交連部80のところで閉じさせて、それらの場所における血流の漏れを防
ぐことができるという点で有利であるものとしてよい。少なくともコイル104、108の間に
十分な間隙(つまり、アンカー72が埋め込まれるときの輪84に及ぶ間隙)を残すことに加え
て、輪組織の捕捉を防ぐ他の方法も可能である。例えば、1つまたは複数の心房コイル108
は、輪84の上に心房壁46aの一部と係合する延長部を備えるように「コイル」に比べて大
きい直径またはさらには異なる形状をとることができる。心房および/または心室アンカ
ー安定化のためのさまざまな他の設計も可能である。
【００５０】
　図1Fは、大動脈弁22の近くにある僧帽弁46の前弁尖38の周りに巻き付くコイル104を示
している。前弁尖38は、螺旋状アンカー72の下側コイル104と係合され、これにより、大
動脈弁22内に入る血流を遮ることのないように制限される。コイル104は、僧帽前弁尖38
の追加の制御が望ましい場合に示されている以上に低い位置に据え付けられるように調整
することもできる。他の実施形態では、螺旋状アンカー72内の下側コイル104の数は、僧
帽前弁尖38のより多くをカバーするように調整されうる、下側コイル104は、輪84に対し
て、高い位置に置かれるか、または心室10内で低くなっているものとしてよい。
【００５１】
　螺旋状アンカー72が本明細書で説明されているように挿入された後、患者の自然僧帽弁
44は作動し続ける、つまり、弁尖38、42が必要に応じて心臓の拍動において開閉を続ける
ことに留意されたい。弁44は、コイル104による開放のある程度の制限があるとしても通
常どおり開閉することができ、したがって、機能的に、患者は安定を保つことができる。
これにより、手術者は、患者を血行動態の悪化の位置に置く危険を冒すことなくアンカー
72内に弁プロテーゼを埋め込むことができる。したがって、この手技は、人工心肺装置な
しで鼓動している心臓14に対して実施されうる。この設計の別の特徴は、置換弁(つまり
、プロテーゼ)が位置決めされたときに、置換弁の配置(例えば、輪内、輪より比較的高い
位置、または心室内)がコイル104、108の配置によって、また弁プロテーゼの最適な配置
に関する医師の決定によって選択できる点にある。これにより、弁プロテーゼまたは置換
弁埋め込み部を螺旋状アンカー72の特定の設計ならびに患者の解剖学的構造および臨床的
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症状に応じて輪84内の低いまたは高い位置に置くことができる。
【００５２】
　図1Gは、左心房46内の僧帽弁輪84の上の3個ほどのコイル108および左心室10内の輪84の
下の2個ほどのコイル104とともに埋め込まれている螺旋状アンカー72を示している。前弁
尖38および後弁尖42は、螺旋状アンカー72のコイル104、108と係合される。特に、前弁尖
38は、大動脈弁22内に入る血流を遮ることが防止されるようにコイル104、108によって拘
束される。この実施形態では、輪の下のコイル104のうちの少なくとも1つまたは複数が、
輪84の上のコイル108のうちの少なくとも1つまたは複数の直径より大きい直径を有する。
この種類の設計には、多くの利点がありうる。例えば、交連部80を閉鎖するのを補助し、
これにより、手技が完了した後にこれらの配置での血液の漏れを防止することができる。
これは、最初により大きな直径のコイルを押し出すステップを開始し、次いで、より小さ
な直径のコイルで続行するように、螺旋状アンカー72の挿入を補助することもできる。図
1Hを参照すると、僧帽弁プロテーゼ120が埋め込まれる場所でより小さな直径のコイル108
を使用することにより、よりサイズの小さなプロテーゼ120を埋め込むことが可能になり
、これは、さまざまな理由から有利であるものとしてよいことがわかる。何人かの患者は
、大きな直径の輪84を有していることがあり、医者は、より小さなプロテーゼ120を埋め
込むことを望んでいる場合がある。これは、大動脈弁22の閉塞を防ぐのにも役立つ。弁プ
ロテーゼ保持コイル108、例えば、より小さなコイルは、プロテーゼがより高い、大動脈
弁22から離れた位置に置かれるように左心房46内により高く貫入することもできる。螺旋
状アンカーのコイル104、108が同じ直径を有している必要はないことは理解されるであろ
う。むしろ、直径はそれぞれの曲がりまたはコイル104、108で変化することが適切である
場合がある。同様に、コイル104、108は、正確に円形である必要もない。いくつかの実施
形態は、より卵形または楕円形の形状をとるコイルの曲がりを有すると有益である場合が
ある。例えば、楕円形の形状は、輪84の上のコイル108が自然僧帽弁44それ自体にではな
く、心房壁46aに当接して置かれる場合に有用な場合がある。
【００５３】
　なおも図1Hを参照すると、弁プロテーゼ120は、僧帽弁位置で螺旋状アンカー72によっ
て保持される。弁プロテーゼ120は、膨張したステント構造126内に装着された一対の人工
弁尖122、124を備える。人工弁尖122、124は、ウシ、ブタ、もしくはウマ心膜または動物
弁組織などのしなやかな動物組織を含むことができる。経皮弁120の多くの変更形態が、
大動脈弁置換に使用されるものなどのカテーテルによる埋め込みについて説明されている
。弁プロテーゼ120は、ニチノール(NiTi)などの形状記憶ステントに基づくすでに説明さ
れている経皮弁などの自己膨脹性を有するもの、またはステンレスもしくは非形状記憶ス
テント材料などのバルーン膨脹性を有するものとすることができる。弁プロテーゼ120は
、左心室10の心尖6に最初に示されている導入器2を通して導入されうる。手技のこの部分
は、数千もの経皮弁埋め込みが毎年実施されているのでよく知られており、弁プロテーゼ
120を挿入し、それを図示されているように螺旋状アンカー72内に固着するためにすべて
の適切な技術および方法が使用されうる。螺旋状アンカー72は、弁プロテーゼ120を位置
決めし手技を実施するのを助けるために、X線、MR、CT、および心エコー検査法で見られ
る。X線識別を改善するため金などの放射線不透過性マーカーが形状記憶材料の表面に追
加されうる。
【００５４】
　この実施形態では、前弁尖組織38および後弁尖組織42がアンカー72と弁プロテーゼ120
との間に固定されるように、弁プロテーゼ120が螺旋状アンカー72にドッキングされる。
これは、アンカー72を適所に係止し、移動または転位を防ぐ働きをする。弁尖組織38、42
は、弁プロテーゼ120と螺旋状アンカー72との間の血流を妨げる自然シールも形成する。
他の実施形態では、アンカー72の係止は、上側コイル108が弁尖38、42を圧縮しないがそ
の代わりに心房壁46aに当接するように僧帽弁44の上にアンカー72のコイル108を配置する
ことによっても完全に行える。
【００５５】
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　置換弁120は、輪84の上、輪84の下、またはその両方の、アンカー72のコイル108に当接
して固着されうる。図1Hは、比較的中心に位置し、輪84の上および下にほぼ等しい量だけ
コイル104、108に当接して固着されている弁120を示している。正確な位置は、手術者に
よって選択されうる。また、コイル104、108は、弁120を配置しやすいように調整するこ
ともできる(心房側または心室側のコイル104、108を増やす)。
【００５６】
　螺旋状アンカー72が移動するか、または滑るのを防ぐために、弁プロテーゼ120と輪84
の下の螺旋状アンカー72の少なくとも1つの部分との間で弁尖38、42を圧縮すると都合が
よい。弁プロテーゼ120を螺旋状アンカー72内に挿入することで、アンカー72が適所に係
止される。弁プロテーゼ120を弁44の上および下の両方のコイル104、108に圧し当てるス
テップの利点は、コイル104、108の運動が停止される点である。プロテーゼ120は、これ
が当接するコイル104、108を堅く動かせない位置に係止する。これは、鼓動毎に心臓14内
に移動があるため、重要な場合がある。ニチノールおよび他の形状記憶材料は強いが、繰
り返し荷重に対する抵抗力に制限があり、急速に材質が疲労し破砕することが知られてい
る。したがって、移動を防ぐことが非常に重要になってくる。
【００５７】
　他の実施形態では、弁プロテーゼ120は、輪84の上および下の両方で螺旋状アンカー72
に取り付けることができないことは理解されるであろう。輪84の上のコイル108は、弁プ
ロテーゼ120に当接する必要は必ずしもない。さらに、弁プロテーゼ120を固着するステッ
プは、前弁尖38および後弁尖42を輪84の下のコイル104に対して係合させることのみで達
成されうる。輪の上にある螺旋状アンカー72のコイル108は最小限度であるか、またはま
ったくないものとしてよい。
【００５８】
　すでに説明されているように、手技全体は、心房46を通して、または経中隔穿刺を介し
て実行されうる。経中隔手技の詳細は図示され、以下で説明される。
【００５９】
　螺旋状アンカー72のコイル104、108を弁尖38、42の両側と係合させる必要はない。図11
は、本発明による螺旋状アンカー72の一実施形態を示している。前弁尖38および後弁尖42
は、左心室10内の僧帽弁輪84の下の螺旋状アンカー72のコイル104によって係合される。
特に、前弁尖38は、大動脈弁22内に入る血流を遮ることが防止されるようにコイル104に
よって拘束される。しかし、左心房46内の弁44の反対側にあるコイル108は、弁尖38、42
と接触しないが、心房壁46aと当接して固着する。この配置構成により、前の説明のよう
にアンカー72は移動を妨げられるが、上側コイル108を支持するために弁尖38、42ではな
く心房壁46aに頼る。螺旋状アンカー72は、弁44の下の弁尖38、42との接触により心房46
に向かって上方に移動することができず、心房壁46aとの接触により下方に移動すること
ができない。
【００６０】
　他の実施形態では螺旋状アンカーの変更形態の組み合わせが使用されるものとしてよく
、容易に製作できることは理解されるであろう。例えば、螺旋状アンカー72は、コイル10
4、108が弁44の下、および弁44の上に置かれるが、弁44の下のコイル104と弁44の上のコ
イル108との間に間隙があるように製作することが可能である。弁尖38、42は、螺旋状ア
ンカー72のコイル104、108の間に捕捉されない。この配置構成により、弁尖組織38、42が
コイル104、108の間に捕捉されず、交連部80のところの漏れを防ぐことができるため、僧
帽弁44は交連部80に自然に接近することができる。別の実施形態では、心房壁46aに当接
して固着するように左心房46内のすでに説明されているコイル108の上から延在する追加
のコイル104、108が追加される。この配置構成により、弁プロテーゼ120を輪84の上およ
び下のコイル104、108に留めて、弁プロテーゼの安定性を改善し、心房壁46aに固着する
ようにできる。コイル104と108との間の間隙に加えて、螺旋状アンカー72の直径およびコ
イル104、108の形状の両方を変えることが可能であることに留意されたい。螺旋状アンカ
ー72は、直径またはプロファイルに関して均一である必要はない。例えば、輪84の上のコ
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イル108は、心房壁46aへの取り付け強度を高めるため、輪84の下のコイル104より厚くす
ることもできる。強度または機能の必要に応じて、コイル104、108の領域を厚くしたり、
または薄くしたりすることも可能である。さらに、コイル104、108の断面形状は、円形で
ある必要はない。
【００６１】
　図1Jは、図1Iに示されている螺旋状アンカー72に固着されている弁プロテーゼ120を示
している。この実施形態では、弁プロテーゼ120は、膨張可能なステント構造126内に装着
された一対の人工弁尖122、124を備える。人工弁尖122、124は、ウシ、ブタ、もしくはウ
マ心膜または動物弁組織などのしなやかな動物組織を含むことができる。さまざまな好適
な弁プロテーゼがすでに説明されている。この実施形態では、前弁尖組織38および後弁尖
組織42がアンカー72と弁プロテーゼ120との間に固定されるように、弁プロテーゼ120が螺
旋状アンカー72にドッキングされる。これは、アンカー72を適所に係止し、移動または転
位を防ぐ働きをする。弁尖組織38、42は、弁プロテーゼ120と螺旋状アンカー72との間の
血流を妨げる自然シールも形成する。
【００６２】
　説明されているように、他の実施形態では、図1Hを参照しつつ前に説明されているよう
に、弁プロテーゼ120が輪84の上および下の螺旋状アンカー72のコイル104、108に固着で
きるように輪84の上に(心房壁46aと接触するコイル108に加えて)さらに多くのコイル108
を配置することも可能である。輪84の上のコイル108は、弁尖38、42に容易に当接しえな
いが、むしろ、コイル104、108の間に弁尖組織38、42が捕捉されないように輪84の上のコ
イル108と下のコイル104との間に間隙がありうる。
【００６３】
　図1Kは、変更されたコイル構成をとる螺旋状アンカー72の一実施形態を示している。ア
ンカー72は、心房壁46aに当接する輪84の上に延在するコイル108aによって、また心室壁1
0aに当接する輪84の下に延在するコイル104によって適所に保持される。輪84の上の追加
のコイル108bは、前弁尖38または後弁尖42のいずれかと接触することなく弁プロテーゼ12
0と係合し保持する。弁プロテーゼ120は、膨張可能なステント構造126内に装着された一
対の人工弁尖122、124を備える。人工弁尖122、124は、ウシ、ブタ、もしくはウマ心膜ま
たは動物弁組織などのしなやかな動物組織を含むことができる。さまざまな好適な弁プロ
テーゼがすでに説明されている。この実施形態では、輪84の下の螺旋状アンカー72のコイ
ル104は、螺旋状アンカー72と弁プロテーゼ120との間にシールを形成するか、または前弁
尖38が大動脈弁222内に入る血流を遮るのを防ぐためにアンカー72と弁プロテーゼ120との
間で前弁尖組織38および後弁尖組織42を十分に捕捉しえない。しかし、別の実施形態では
、弁尖38、42の下のコイル104は、心室壁10aに当接するのではなく、弁プロテーゼ120に
対して弁尖38、42を確実に固定するように調整されうる。本明細書で説明されている方法
のちのどれかなどで前弁尖38を固定するステップは、左心室10から大動脈弁22を通る血流
が閉塞するのを防ぐ目的のために重要な場合がある、すでに述べているように、コイル10
8aおよび108bは、プロテーゼ120が輪84に関して所望の高さに埋め込まれるように構成さ
れうる。プロテーゼ120で大動脈弁22の閉塞を防ぐことに加えて、これは、プロテーゼが
左心室10の壁と接触して左心室10を破裂させてしまうおそれを防ぐことができる。この後
者の場合は、特に、小さな左心室を持つ患者にとっては重要である。
【００６４】
　本発明の螺旋状アンカーを製作する際に、多数の変更形態が考えられうる。図2、図3、
および図4は、アンカー130の下側コイル132、または第1の2個ほどのコイルが残りの上側
コイル134の直径より大きい直径を有する螺旋状アンカー130の一実施形態を示している。
これは、挿入時に僧帽弁輪84(図1A)との係合をしやすくする。それに加えて、アンカー13
0の下側コイル132は、下側コイル132が互いに圧迫しないようにわずかに下方に延在し間
隙を形成するが、上側コイル134は互いに接触しているように示されている。この特徴に
より、初期下側コイル132は、挿入されるときに僧帽弁弁尖38、42の反対側にスリップし
、アンカー130が適所に押し込まれるときに望ましくない摩擦または抗力を生じるのを回
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避することができる。これらの変更形態の両方は、他の実施形態において一緒に、または
別々に含まれているかどうかに関係なく、アンカーの配置を助け、保持力を改善すること
ができる。図示されていない、さらなる実施形態は、直径が可変であるコイル、間隙サイ
ズが可変である相隔てて並ぶコイル、および先細りであるか、膨脹するか、広がるか、ま
たは窄まるコイルを有するアンカーを備えることができる。コイルは、弁プロテーゼ120(
図1H)が螺旋状アンカー72もしくは130内に配置されるか、または膨脹するときに半径方向
外向きに伸長することができることに留意されたい。これは、特に中間のコイルにおいて
見られる。したがって、コイルが異なる直径を最初に有している場合であっても、コイル
は、すべて、弁プロテーゼ120と接触することができる。また、弁プロテーゼ120が可変の
直径を有することができ、これは螺旋状アンカー72または130の所望の数のコイルと最適
な形で接触し、保持力を改善するように設計されうることに留意されたい。
【００６５】
　図5は、弁プロテーゼ(図示せず)をドッキングするための螺旋状アンカー140が僧帽弁44
の2つの交連部80のうちの一方を通過する本発明の一実施形態を示している。アンカー140
のコイル142、144は、輪84の上および下に配置され、接続セグメント146は、弁組織を通
過することなく交連部80を横切って配置される。
【００６６】
　図6は、螺旋状アンカー150の別の例示的な実施形態を示しており、アンカー150は、テ
ーパーがなく、一端でわずかな外向きの曲がり152がある単純な螺旋の形状を有し、これ
により、輪84(図1A)の下で螺旋状アンカー150の最初の曲げがしやすい。それに加えて、
アンカー150のコイル156の間に間隙154が設けられ、アンカー150が適所に押し込まれると
きに望ましくない摩擦もしくは抗力が生じるのを防ぐ。わずかな外向きの曲がり、または
外向きの延長部は、次の隣接するコイルに比べてアンカー150の中心から大きな半径を有
する。遠位端または外向きの曲がり152は、図示されているように、概して螺旋状アンカ
ー150の中心軸にそった方向で次の隣接するコイルから下方に、または遠ざかる方向に配
向することもできる。この実施形態では、遠位端152は、次の隣接するコイル154に関して
半径方向外向き、下方に延在し、端部152と埋め込みの前に存在しているコイル154との間
に間隙を設けるか、または間隔をあける。この設計特徴は、螺旋状アンカー150の挿入時
に、またより小さなプロテーゼ120が埋め込まれるときにダウンサイジングのニーズとと
もに、腱索48および/または弁尖38、42との絡み合いまたは干渉を回避するのにも役立つ
。
【００６７】
　螺旋状アンカーが埋め込まれてから、弁プロテーゼがそこに留められるまでの間に、ア
ンカーは、適所からスリップして外れるか、または完全に転位しうる。心房固着特徴は、
この望ましくない移動を防ぐために追加されうる。例えば、螺旋状アンカー160は、図7に
示されているようなテール状延長部162を備えることができる。一番上の螺旋回旋体162は
、図8に示されているように心房壁46aと接触するか、または当接するように下側コイル16
4より大きな直径を有する。すでに説明されているように、左心室10内の僧帽弁輪84の下
の螺旋状アンカー160のコイル164aは、前弁尖38および後弁尖42と係合する。特に、前弁
尖38は、大動脈弁22内に入る血流を遮ることが防止されるようにコイル164aによって拘束
される。スプリング力を心房壁46aに印加することによって、テール状延長部162は、螺旋
状アンカー160の移動を防ぐのを補助する。他の実施形態では、テール状延長部162は、螺
旋形状を備えていなくてもよいことは理解されるであろう。例えば、テール状延長部162
は、約90度の角度で螺旋状アンカー160から外向きに通る単純な直線セグメントを備える
ことができる。さまざまなテール状延長部または他の心房固着特徴は、まだまだ実施形態
において組み込まれうる。テール状延長部162は、弁尖38、42の上のコイル164bが弁尖38
、42と係合する必要性を完全になくすことができる。弁尖38、42の上のコイル164bは、排
除することができるか、または弁尖38、42の上のコイル164bは、弁尖38、42の上に間隙を
形成するように配置構成されうる。この間隙により、螺旋状アンカー160は、弁プロテー
ゼ120(図1H)とかなり長く接触していられる。これは、左心室10および心房46内を適切に
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目指すように弁プロテーゼ120を配向するのに役立ちうる。弁プロテーゼ120の心室内への
流入が、左心室10の後壁10aに当接しないことを確実にすることが重要であるが、それは
、当接が心臓14の摩耗または破裂を引き起こし、または左心室10内への流れを損なう可能
性があるからである。
【００６８】
　本発明の一実施形態が、本明細書ですでに説明されているように、螺旋状アンカーの上
側コイルと下側コイルとの間に間隙を組み込む場合、破砕しがちであるシステム内の弱点
がありうる。弁44の上のコイルを弁44の下のコイルに接続する螺旋状アンカーのセグメン
トは、心臓の収縮および破砕とともに律動的に移動しうる。この望ましくない移動を防ぐ
ために、弁プロテーゼ120を弁尖38、42の上と下の両方のコイルに固着するステップで、
これら2つの螺旋状コイル部分を一緒に係止し、相対運動を防ぐ。上側コイル部分と下側
コイル部分との間の接続セグメントが破砕する場合であっても、弁プロテーゼ120は、添
え木のように、弁尖38、42の上、および弁尖38、42の下でコイルを一緒に保持する。これ
は、部分の塞栓を防ぐ。また、上側螺旋状部と下側螺旋状部との間の接続セグメントは、
置換弁の埋め込みの後は不要であるということも可能である。上側および下側コイル部分
の接続は、螺旋状アンカーの挿入にのみ必要である。上側コイル部分と下側コイル部分と
の間の接続セグメントは、意図的に、使い捨て(小さく薄い)または取り外しできるように
することも可能である。
【００６９】
　次に図9A～図9Cを参照すると、本発明の一実施形態は、送出装置180が外部鞘182、およ
び収束先端部186を有する内部シャフト184を備えるものとして図示されている。螺旋状ア
ンカー190は、シャフト184の上に配置され、鎖線で示されている、鞘182内に拘束され、
これにより、埋め込む前にアンカー190のコイル192を締め付ける。収束先端部186は、手
術者が装置180を経皮的に使用される場合には患者の静脈系を通るように、または患者の
心臓を通るようにガイドするのを補助するために設けられている。フックなどの固着アー
ム194は、螺旋状アンカー190のコイル192aにそって設けられ、形状記憶材料で製作される
。固着アーム194は、組織を保持するために強いアンカー点を備えるように2つの相隔てて
並ぶワイヤ部分194a、194bを有する。固着アーム194は、外部鞘182内で下方の向きで拘束
され、真っ直ぐにされる。送出装置180が取り外されるときに、アンカー190のコイル192
が解放され、スプリング力でその自然な直径まで径方向外向きに動き、固着アーム194は
上方の方向に折り畳まれてフックを形成して組織と係合するが、これは図9Bおよび図9Cに
示されているとおりである。
【００７０】
　次に図10A～図10Cおよび図20～図22を参照すると、本発明の一実施形態では、送出カテ
ーテル200が、患者の心臓14の左心室10内に挿入されていることがわかる。送出カテーテ
ル200は、例えば、外部鞘182および収束先端部186を持つシャフト184を有する、すでに説
明されているような送出装置180を運ぶ内腔202を備える。固着アーム194を有する螺旋状
アンカー190は、シャフト184上で圧縮され、アンカー190のコイル192が締め付けられるよ
うに鞘182によって保持される。先端部186は、図10Aに示されているように、僧帽弁44の
前弁尖38と後弁尖42との間の送出装置180を左心室10から左心房46内に送り込むのを補助
する。外部鞘182が後退させられると、図10Bおよび図20に示されているように螺旋状アン
カー190はスプリング力で元のサイズまで開く。この螺旋状アンカー190は、他の実施形態
と同様に、直径一定のコイルおよび/または弁組織と接触または係合するのとは反対に心
房壁46aと係合するコイルの代わりに異なる直径のコイル192を使用するなど、さまざまな
形態をとりうる。環境目的のために、図20は、右心房210、下大静脈212、上大静脈214、
大動脈弁22、および大動脈18(鎖線で示されている)を示している。外部鞘182が、アンカ
ー190に関して下方に摺動するときに、固着アーム194が展開し膨脹して、例えば、フック
内に入る。図10Bおよび図21に示されているように、フック194は前弁尖38および後弁尖42
の周りに巻き付き、アンカー190を適所に保持する。固着アーム、またはこの実施形態で
はフックも、弁尖38、42を捕らえるか、または他の何らかの方法で固定し、前弁尖38が大
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動脈弁22を通して左心室10から出る血流を妨げないよう防ぐのを助ける。弁尖38、42の縁
は、乳頭筋56、60から延在する腱索48に取り付けられることに留意されたい。この実施形
態では、フック194は、腱索48の間を通るように遠位端194cのところで比較的狭くなって
いる形状になるように製作される(図9Bおよび図9Cを参照)。しかし、フック194は、本発
明の範囲から逸脱することなくさまざまな形状で製作されうることは理解される。例えば
、図21は、遠位端194cのところで広くなりループを形成するフック194を有する代替的一
実施形態を示している。図21のワイドループフック194は、弁尖の保持力を改善している
が、腱索48の周りに位置決めすることは困難な場合がある。再度図10A～図10Cを参照する
と、弁プロテーゼ120は、図10Cおよび図22に示されているように螺旋状アンカー190内に
位置決めされ保持されることがわかる。図10Cおよび図22の実施形態では、弁プロテーゼ1
20は、ステント126内に装着され、一対の人工弁尖122、124を備える。人工弁尖122、124
は、ウシ、ブタ、もしくはウマ心膜または動物弁組織などのしなやかな動物組織を含むこ
とができる。弁プロテーゼ120は、自己膨脹性を有するかまたはバルーン膨脹可能である
ものとしてよい。弁尖組織38、42は、弁プロテーゼ120の方へフック194によって保持され
、前弁尖38が大動脈弁22を通る血流を妨げるのを防ぐ。図22に示されている実施形態では
、周カフ220が螺旋状アンカー190と弁プロテーゼ120との間に挿入され、これにより、心
房46内の弁プロテーゼ120の保持力を改善し、アンカー190と弁プロテーゼ120との間にシ
ールを形成し漏れを防ぐ。
【００７１】
　図11A～図11Cは、真っ直ぐな位置(図11A)から活性化された位置(図11C)への固着アーム
194の遷移を示している。すでに述べているように、固着アーム194は、形状記憶材料から
製作されうる。図11Aは、それぞれがコイル192aにそって配置されている固定端部222と自
由端部224とを有する固着アーム194を示している。固着アーム194が真っ直ぐな位置(図10
A)から解放されたときに、自由端部224が固定端部222から離れて行き、固着アーム194の
基部を伸長させることができ、固着アーム194の遠位先端部194cは、図11Bに示されている
ように上方に曲がり始めるか、または折り畳まれ始まるものとしてよい。固着アーム194
は、遠位先端部194cが図11Cに示されているように元の形状に曲げられフックを形成する
ときに活性化される。別の実施形態では、固着アーム194は、固定端部222を有さず、むし
ろ、両端において螺旋状アンカー194にそって摺動できるように2つの自由端部224を有す
ることができる。実現される固着アーム194の個数および構成は、変更することができる
。
【００７２】
　図12Aは、本発明の別の実施形態による底部のフック232などの固着アームを持つステン
トドック230を示している。フック232は、ステントドック230の構造物内に別々に取り付
けられるか、または一体化されうる。ステントドック230の中点は、鎖線または軸234とし
て示されている。フック232は、ステントドック230のいずれの一番下側のセル238の頂点2
36に取り付けられる。他の実施形態は、一方のセル238上の1つの基部および別のセル238
上の1つの基部で固着されている両面フック(図11A～図11Cに示されているような)を組み
込むことができる。ステントドック230が膨脹すると、セル238は縦方向に縮み、弁尖組織
と係合するなどのためにフック232を上昇させる。この方法で、ステントドック230の短縮
(つまり、その半径方向の膨脹)を機能的な形で利用してフック232を活性化する。
【００７３】
　図12Bは、ステントドック240が短くなり、両面フック242などの固着アームが図12Aを参
照しつつ説明されているのと似た方法で持ち上げられるように膨脹するときのステントド
ック240の別の実施形態を示している。追加の実施形態は、さまざまなフックタイプおよ
びアタッチメント構造を備えることができる。例えば、ダブルワイヤフックは、ステント
ドック240の第1のセル244の底部の一方のワイヤ端部と、ステントドック240の隣接するセ
ル244の底部の他方のワイヤ端部とともに取り付けることができる。この配置構成をとる
と、フック242の基部はステントドック240が膨脹するときに長くなる。この方法では、フ
ック242は、狭い形状で組織と係合し始め、ステントドック240が膨脹するときに広がるも
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のとしてよい。これは、フック242が腱索の間の弁尖に取り付けられるときに有用な特徴
となりうる。
【００７４】
　次に図13Aおよび図13Bを参照すると、フック250が、蛇行ワイヤ252にそって広がるよう
に図示されている。ワイヤ252の曲がり254が、フック250を分離する。ワイヤ252が真っ直
ぐにされると、図13Bに示されているように、フック250は広がって離れ、高くなる。この
ようにして、フック250は、組織を保持するように活性化されうる。
【００７５】
　同様に、図14Aおよび図14Bは、中央保持ワイヤ256上に装着された蛇行ワイヤ252にそっ
て広がるフック250を示している。図14Bに示されているように蛇行ワイヤ252が中央保持
ワイヤ256にそって真っ直ぐにされると、フック250は広がって離れ、高くなる。中央保持
ワイヤ256は、例えば、その上に蛇行ワイヤ252を載せる螺旋状アンカー(本明細書で説明
されているような)を備えることができる。
【００７６】
　図14Cおよび図14Dは、本発明のオプションの態様によるフック展開のさらに別の方法を
例示している。ワイヤ260は、V字形部分を有するフック262などの複数の固着アームが備
えられるように折り畳まれる。ワイヤ260は、フック262が図14Cに示されているように開
口266を貫通することができるように開口266を有する外殻または中空構造物264内に配置
される。ワイヤ260が殻264を通して引かれると、V字形部分270が後退し、殻264内で真っ
直ぐになり、図14Dに示されているようにフック262を上方に持ち上げる。本発明の原理に
従ってワイヤ、ステントドック、または螺旋状アンカーを長くするステップに関連するフ
ックを作動させる他の手段は多数ある。
【００７７】
　次に図15A～図15Fを参照すると、患者の心臓14の僧帽弁位置または配置にステントドッ
ク280を位置決めするためのシステムおよび方法が図示されている。図15Aは、小開胸、胸
骨切開によって、または上側腹部切開で横隔膜の下から、左心室10の心尖6内に挿入され
る導入器2を示している。特に有利なアプローチの1つは、左心室10の心尖6の近くの患者
の胸部を小切開し、次いで、心臓14の心尖6を通して小切開することである。心尖6からの
血液の漏れを防ぐために、標準的な巾着縫合を利用して、導入器2を適所に保持し、取り
外すときに欠陥部を閉じることが可能である。また、入口と出口に閉塞器デバイスを使用
することも可能である。ガイドワイヤ30は、ガイドワイヤ30の一部が左心房46内に位置決
めされるように送られる。ガイドワイヤ30と腱索48またはその付随する乳頭筋56、60とが
絡み合うのを回避するようにガイドワイヤ30を送るときに注意が必要である。送出カテー
テル64は、次いで、ガイドワイヤ30上で送られうる。
【００７８】
　送出カテーテル64は、ステントドック280を収納し、左心房46内に導かれる。ステント
ドック280の心房部分280aは、ステントドック280が図15Bおよび図15Cに示されているよう
に適所に保持されるときに送出カテーテル64を引き出すことによって押し出される(つま
り、伸長する)。これは、ステントドック280を送出カテーテル64から外向きに押すことに
よって達成されうる。ステントドック280は、さまざまな方法で製作することができるけ
れども、ニチノールなどの形状記憶材料からステントドック280を製作すると有益である
。ステントドック280は、チューブ材または材料片から切り出されるか、または形状記憶
材料のスレッドまたは形状記憶材料片から織って作ることができることに留意されたい。
好ましくは、ステントドック280は、血液をその周りに流すか、またはその中に通すこと
を許すオプションを有する。これは、図15Bに示されているようにステントマトリックス
によって円滑になされる。本発明の一実施形態では、ステントドック280の部分は、布、
ポリマー、および生物由来物質のうちの1つまたは複数でコーティングされうる。布コー
ティングは、僧帽弁44の輪84の周りで漏れを防ぎ、組織の成長侵入を促すうえで特に有用
であるとことに留意されたい。好適な布として、ダクロンおよびテフロン（登録商標）材
料が挙げられる。
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【００７９】
ステントドック280の心房部分280aが解放された後、ステントドック280は、図15Cおよび
図15Dに示されているように一緒に下げられ、これにより、ステントドック280の心房部分
280aは、心房壁46aと接触し、図15Dに示されているようにステンドドック280の弁固着部
分280bが僧帽弁44内に位置決めされる。弁固着部分280bは、組織成長侵入を促進し、漏れ
を防ぐのを補助するダクロンまたはテフロン（登録商標）などの材料でもコーティングさ
れうる。図15Eに例示されているように、送出カテーテル64は、さらに後退し、ステント
ドック280の心室フック284の形態の固着アームを解放し、フック284が腱索48の間を移動
し、僧帽弁弁尖38、42の周りに巻き付くようにできる。心房部分280aは、ステントドック
280を左心房46内に保持し、ステントドック280は、心臓14の内側に安定に保たれる。弁固
着部分280bは、閉位置にあるが、弁プロテーゼ120(図15G)の挿入後に矢印の方向に膨脹し
うる。自然僧帽弁44は、心臓14がそのまま機能し、患者が手技の最中に安定を保つように
そのまま開閉することができることに留意されたい。したがって、弁プロテーゼ120を埋
め込む準備をしている間に手術者にきわどい時間的制約は課されない。
【００８０】
　ステントドック展開の他の方法は、本発明の範囲内で使用することができることは理解
される。例えば、他の実施形態(図示せず)は、ステントドック280が2つの端部から解放さ
れるように製作された1つまたは複数の送出カテーテルデバイスを組み込むことができる
。一実施形態では、カテーテルは、デバイスの弁固着部分280bを使用して、または使用せ
ずに心房部分280aを保持することが可能であり、別のカテーテルは、心室フック284を保
持することが可能である。より近位にあるカテーテルを引き出して、フック284を最初に
開かせることも可能である。このステップは、心室10内で低くなっているフック284で実
行することが可能であり、ステントドック280全体を弁44に向けて前方に押し、弁尖38、4
2がフック284によって保持されるようにすることが可能である。撮像(例えば、心エコー
検査)を使用し、これが、弁尖38、42の一部がフックされていないことを示している場合
、ステントドック280を引き戻し、再度位置決めすることができる。フック284が弁尖38、
42と適切に係合しているときに、より遠位のカテーテルを引き出して、心房部分280aを膨
脹させることが可能である。
【００８１】
　追加の操作で、ステントドック280の位置決めを補助することができる。例えば、弁尖
の運動を制限することで、フック284ですべての弁尖コンポーネントを固定しやすくでき
る。これは、負の変力物質または血管拡張剤を介して僧帽弁を通る流れを低減し患者の末
梢の血液をプールすることによって、またはテーブル位置決めによって薬理学的に実施す
ることが可能である。閉塞器またはバルーンなどの機械的デバイスを僧帽弁の近くで膨ら
ませることにより流れを制限することが可能である。あるいは、ステントドック280の心
房部分280aは、流れを損なうように適合されうるか、またはステント構造物を損なう流れ
が、それに組み込まれうる。別の実施形態では、心房部分280aでは、布を一部取り付ける
か、または表面全体を覆って流れを制限することが可能である。この布は、組織成長侵入
および長期生体適合性を促進するためにも使用することが可能である。
【００８２】
　次に図15Fを参照すると、ステントドック280が位置決めされていることがわかる。ドッ
ク280の弁保持部分280bは、膨脹もしくは拡張し、これにより、フック284はドック280の
心房部分280aに向かって持ち上がるか、または上方に移動する。フック284は、弁44がも
はや開閉しなくなるように僧帽弁組織を上向きに引っ張る。また、僧帽弁弁尖組織38、42
は、フック284によって圧縮され、ステントドック280の周りに優れたガスケットまたはシ
ールを形成する。僧帽弁弁尖組織38、42は、ドック280の強度を高め、ステントドック280
の周りの漏れを防ぐ圧縮された自然生物由来物質のリングを形成する。したがって、弁保
持部分280bの膨脹で、心房部分280aおよびフック284はドック280を適所に保持する。弁保
持部分280bの膨脹は、さまざまな手段によってもたらすことができる。一実施形態では、
フック284を心房部分の方へ引くために、引き紐(図示せず)を使用することが可能である
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。同様に、心房部分280aのフック284およびセグメントを一緒に引くために、一連の引き
紐(図示せず)を使用することが可能である。
【００８３】
　心房部分280aおよびこのデバイス280の心室フック284の両方が多くの変更形態を揺する
ことができることに留意されたい。例えば、心房部分280aは、完全なセルで構成されてい
なくてもよい。一実施形態では、心房部分280aは、外向きに延在する半径方向アーム(図
示せず)を備え、ステント材料の完全な円を備えない場合がある。別の実施形態では、心
房部分280aは、図8の心房内の螺旋状アンカーを固着させるように前に示されているテー
ル状延長部162に類似している材料の螺旋状部を備えることが可能である。
【００８４】
　ステンドドック280の配置が成功した後に、別の弁プロテーゼ120が図15Gに示されてい
るように弁保持部分280b内に埋め込まれる。弁プロテーゼ120は、例えば、すでに説明さ
れているとおりのものであってよい。弁プロテーゼ120の膨脹は、保持部分280bが膨脹す
ることを引き起こし、これによりフック284および心房部分280aがステントドック280を確
実に保持することができる。あるいは、弁プロテーゼ120は、二次ステップを回避するた
めに埋め込み前にステントドック280内に一体化することができる。
【００８５】
　図16A～図16Cは、拡大した詳細が見えるように送出カテーテルを除いてステントドック
の展開を示している。心房部分280aは、図16Aおよび図16Bにおいて開いて示されている。
心房部分のストラット290の間の空間は、血流の阻害を最小限度に抑えるか、またはまっ
たくなくすことができる。図16Cは、鎖線で示されている、僧帽弁の平面292内に静止して
いる心房部分280aを示している。弁保持部分280aが膨脹し始めると、フック284は上昇す
る。図16Dは、弁保持部分280bが完全に膨脹した状態を示しており、この結果フック284は
展開された位置まで持ち上がっている。
【００８６】
　次に図17A～図17Dを参照すると、患者の心臓14の僧帽弁位置に螺旋状アンカー300を位
置決めするためのシステムおよび方法が図示されている。カテーテル302は、よく知られ
ているように、経皮的穿刺によって、または患者の鼠径部のところで小さな外科的切開を
行うことによって患者の静脈系内に導入される。あるいは、カテーテル302は、下腹部ま
たは腹膜後腔部内のどこかに、または鎖骨下動脈もしくは腋窩静脈もしくは首の頸静脈系
を介して首もしくは肩に導入されうる。この実施形態では、カテーテル302は、図17Aに示
されているように、下大静脈212を上り、右心房210に入り、心房中隔304を横切り、左心
房46内に入る。患者の心臓14の三尖弁306、右心室210、上大静脈214、および大動脈18は
、例示することを目的として図示されている。コイルガイドカテーテル310は、カテーテ
ルによって運ばれ、僧帽弁44の前弁尖38と後弁尖42との間を通り左心室内に貫入する。
【００８７】
　この実施形態では、システムは、好ましくは、圧力が低く、大きなカテーテルおよびガ
イドを受け入れることができる、静脈系を介して挿入される。これにより、遠隔僧帽弁置
換のためのカテーテル、システム、デバイス、および方法を自由に開発し、導入すること
ができる。しかし、システムは、経静脈的アプローチなしで、または大動脈18を介して、
左心房46内に直接導入されうることは理解される。例えば、カテーテル302は、大動脈18
から左心室10に入り、次いで、左心房46に入ることができる。大動脈18は、観血療法手技
の場合のように直接的に、または枝のどれかからアクセスすることができ、これにより、
システムは、患者の鼠径部、肩、後腹膜、胸部、または腹部内に導入されうる。
【００８８】
　図17Bでは、コイルガイドカテーテル310は、左心室10内に貫入し、元の形状に戻る。こ
の実施形態では、コイルガイドカテーテル310は、ステム312とU字形部分314とを備える。
螺旋状アンカー320の下側コイル316(図17C)は、心室10の内側のコイルガイドカテーテル3
10から押し出される(つまり、伸長する)。下側コイル316は、腱索48と僧帽弁44との周り
に巻き付く。下側コイル316が押し出される正確なレベルは、左心室10内のコイルガイド
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カテーテル310のレベルを調整することによって決定されうる。この実施形態では、押し
出しは、腱索48および弁44が取り囲まれるように弁44のレベルの下から始まる。より高い
レベルで取り囲むとなお都合がよいと思われる。腱索48は、実質的に僧帽弁44の下に配置
されている2つの乳頭筋頭56、60から出る。乳頭筋頭56、60の近くの腱索48の集中度が高
いため、より低いレベルで乳頭筋48を取り囲むことが望ましい場合がある。
【００８９】
　螺旋状アンカー320の下側コイル316が望むとおりに僧帽弁44の下に送出されているとき
に、コイルガイドカテーテル310は、左心房46内に引きずり込まれる。図17Cを参照のこと
。コイルガイドカテーテル310を心房46内に引き込む活動は、図17Cに示されているように
僧帽弁44と接触するために心室10内に配置されている螺旋状アンカー320の下側コイル316
をより高いレベルに引くために使用されうる。螺旋状アンカー320の上側コイル322は、カ
テーテル302の内側のコイルガイドカテーテル310を後退させることによって心房46内で解
放される。螺旋状アンカー320が、図17Dに示されているように適所に送出されたときに、
コイルガイドカテーテル310は後退し、カテーテル302が引き出される。この実施形態では
、アンカー320のコイル316、322は、弁尖38、42の上と下の両方で僧帽弁44と接触する。
しかし、他の実施形態は、すでに説明されているものを含むさまざまな配置構成を有する
ことができることは理解される。例えば、上側コイル322は、僧帽弁44と接触しないが、
心房壁46aに当接して支持されうる。また、下側コイル316と上側コイル322との間に間隙
を有する螺旋状アンカーは、弁尖38、42がコイル316、322の間に捕捉されないように、ま
たその後配置される弁プロテーゼ(図示せず)の向きを改善するように位置決めすることが
可能である。図17Dは、心室コイル316が弁尖38、42を収容することも示している。コイル
316の間に間隙、および/またはコイル322の間に間隙がありえること、また図面に示され
ているのと異なる数のコイルが利用されうることも理解されるであろう。さらに一例とし
て、追加のコイル316が心室10内で使用される場合、これは、さらなる人工弁支持を行い
、大動脈弁22の阻害がないように前弁尖38をさらに収容しやすくすることができる。心房
46内の追加のコイル322は、さらなる人工弁の安定化を進めることもでき、また、大動脈
弁22を阻害しないように人工弁を心房46内でより高い位置に置くこともできる。
【００９０】
　螺旋状アンカー320がこのようにして送出されるときに、下側および上側コイル(つまり
、心室および心房コイル)316、322は、弁尖38、42に配置されているアンカーのセグメン
トによって結ばれることに留意されたい。これは、弁尖の閉鎖を損ない、弁44の漏れを引
き起こす可能性がある。しかし、アンカー320を配置した直後に経皮置換弁120が展開され
うるので、この状況は長くは続かない。また、心房コイル322と心室コイル316とを結ぶア
ンカー320のセグメントは、交連部80(図15A)の近くに置かれ、弁の閉鎖に干渉しえない。
別の実施形態では、アンカー320のワイヤは、自然僧帽弁44の中心を通って移動し、2つの
僧帽弁弁尖38、42が互いに近づくことを許すように予備成形しておくことも可能である。
本明細書ですでに説明されているような、さまざまな螺旋状アンカー構成を組み込むこと
ができる。
【００９１】
　次に図18A～図18Cを参照すると、患者の心臓14の僧帽弁位置に螺旋状アンカー330を位
置決めするためのシステムおよび方法が図示されている。カテーテル332は、よく知られ
ているように、経皮的穿刺によって、または患者の鼠径部のところで小さな外科的切開を
行うことによって患者の静脈系内に導入される。あるいは、カテーテル332は、下腹部ま
たは腹膜後腔部内のどこかに、または鎖骨下動脈もしくは腋窩静脈もしくは首の頸静脈系
を介して首もしくは肩に導入されうる。この実施形態では、カテーテル332は、図18Aに示
されているように、下大静脈212を上り、右心房210に入り、心房中隔を横切り、左心房46
内に入る。コイルガイドカテーテル340は、カテーテル332から左心房46内に貫入し、その
遠位先端部340aは僧帽弁44のところ、またはその近くにある。螺旋状アンカー330は、前
弁尖38と後弁尖42との間の交連部80を通り僧帽弁44の下のコイルガイドカテーテル340の
先端部340aから押し出される。コイルガイドカテーテル340は、ステム342とU字形部分344
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とを備え、螺旋状アンカー330の押し出しを補助する。
【００９２】
　この実施形態では、システムは、好ましくは、圧力が低く、大きなカテーテルおよびガ
イドを受け入れることができる、静脈系を介して挿入される。これにより、遠隔僧帽弁置
換のためのカテーテル、システム、デバイス、および方法を自由に開発し、導入すること
ができる。しかし、システムは、経静脈的アプローチなしで、または大動脈18を介して、
左心房46内に直接導入されうることは理解される。例えば、カテーテル332は、大動脈18
から左心室10に入り、次いで、左心房46に入ることができる。大動脈18は、観血療法手技
の場合のように直接的に、または枝のどれかからアクセスすることができ、これにより、
システムは、患者の鼠径部、肩、後腹膜、胸部、または腹部内に導入されうる。
【００９３】
　下側コイル346が、望むとおりに心室10内の僧帽弁44の下に位置決めされた後、上側コ
イル348が心房46内の僧帽弁44の上に位置決めされうる。この実施形態では、アンカー330
の2つほどの下側コイル346が、僧帽弁44の下に位置決めされる。所望の数のコイル346を
僧帽弁44の下に位置決めすることができることは理解される。アンカー330の上側コイル3
48は、図18Bに示されているようにコイルガイドカテーテル340を回転させることによって
僧帽弁44の上のコイルガイドカテーテル340から解放される。この実施形態では、カテー
テル332は、その遠位端のところに曲がり332aを有する。他の実施形態では、曲がり332a
は、上側コイル348が心房中隔304に近い位置から弁44の上に送出されるように非活性化さ
れうる。これにより、コイル348は、比較的容易に予備成形された位置をとり、カテーテ
ル332を回転させる必要がなくなる。図18Cは、僧帽弁位置に螺旋状アンカー330を完全に
配置している状態を示しており、これにより、アンカー330の2つほどの下側コイル346は
僧帽弁44の下に位置決めされ、2つほどの上側コイル348が僧帽弁44の上に位置決めされる
。この実施形態では、弁44の両側のコイル346、348が、弁尖38、42と接触する。アンカー
の配置が完了した後、コイルガイドカテーテル340が後退し、カテーテル342が引き出され
るものとしてよい。
【００９４】
　次に図19A～図19Eを参照すると、患者の心臓の僧帽弁位置にステントドック350を位置
決めするためのシステムおよび方法が図示されている。ステントドック350は、図16A～図
16Dに関連して説明されているように、または本明細書で説明されているように本発明の
原理を実施する他の好適な方法で、製作することができる。カテーテル352は、よく知ら
れているように、経皮的穿刺によって、または患者の鼠径部のところで小さな外科的切開
を行うことによって患者の静脈系内に導入される。あるいは、カテーテル352は、下腹部
または腹膜後腔部内のどこかに、または鎖骨下動脈もしくは腋窩静脈もしくは首の頸静脈
系を介して首もしくは肩に導入されうる。この実施形態では、カテーテル352は、図19Aに
示されているように、下大静脈212を上り、右心房210に入り、心房中隔304を横切り、僧
帽弁44に向かいつつ左心房46内に入る。送出カテーテル354は、カテーテル352から僧帽弁
44を横切り左心室10内に貫入する。ステントドック350は、ステントドック350のフック35
6が送出カテーテルから解放され、図19Bに示されているように僧帽弁弁尖38、42の周りに
位置決めされるように左心室10内の送出カテーテル354から押し出される。前弁尖38およ
び後弁尖42の両方のすべての部分がフック356によって係合されることを確実にするため
、ステントドック350は、図19Cに示されているように弁44の方へ引っ張られうる。この方
法が失敗した場合、ステントドック350は、前方に押され、このプロセスが繰り返されう
る。さらに、両方の弁尖38、42と係合するのが困難な場合にこのプロセスを再始動または
放棄するために、フック356が後退して送出カテーテル354内に戻ることができる。フック
356が正常に位置決めされた後、ステントドック350全体が送出カテーテル354から解放さ
れ、これにより、弁保持部分350は僧帽弁44の前弁尖38と後弁尖42との間に配置され、心
房部分350aは図19Dに示されているように膨脹して左心房46内で元の形状に戻る。弁保持
部分350bは、自然に膨脹することを可能にする形状記憶特性を有することができるか、ま
たは弁保持部分350bは、バルーンによって膨脹させることができる。弁保持部分350bの膨
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脹により、フック356は上方に移動し、弁尖38、42を固定し、これにより、ステントドッ
ク350のフック356および心房部分350aは僧帽弁44上で締め付けて、ステントドック350を
適所に安定化し、ステントドック350の周りにシールを形成する。この実施形態では、弁
プロテーゼ360は、図19Eに示されているようにシステム内に一体化される。弁プロテーゼ
360は、弁保持部分350b内に装着される2つの人工弁尖362、364を備える。人工弁尖362、3
64は、他の実施形態と同様に、ウシ、ブタ、もしくはウマ心膜または動物弁組織または他
の好適な材料などのしなやかな動物組織を含むことができる。他の実施形態は、ステント
ドック350の弁保持部分350b内に個別の弁プロテーゼを埋め込む追加のステップを必要と
する場合があることは理解される。
【００９５】
　別の実施形態では、僧帽弁44に関する向きが与えられうる。前弁尖38は、後弁尖42より
大きく、大動脈弁22に隣接して置かれるが、後弁尖42は、心臓14の後壁と密接に関連して
いる。例えば、僧帽弁前弁尖38に取り付けられるステントドック350上により長いフック3
56を設けると有益である場合がある。プロテーゼ360の向きを決めるために、手術者は、
ガイドワイヤまたは他の配向物体(図示せず)を大動脈弁44に導いて通すことができる。こ
れは、最適な形で位置合わせするためにプロテーゼ360をどれだけ回すか向きを手術者に
示すことができる。より具体的には、大動脈弁22は、前弁尖38に隣接して配置される。し
たがって、ガイドワイヤを大動脈弁22内に入れて通すことで、例えば、蛍光透視で視覚化
することができ、手術者に、ステントドック350を配向し、また前弁尖38を保持し、固定
して大動脈弁22を阻害することのないように固着アーム、例えば、フック356の向きを決
めるか、または配置する仕方を示す。あるいは、配向は、ガイドワイヤがステントドック
350に対して送出システム、例えば、送出カテーテル352上の内腔を通過するようにガイド
ワイヤを大動脈弁44内に導き通すことによって自動的に実行することができる。ガイドワ
イヤ(図示せず)は、送出カテーテル352に通され、左心室10を経由して大動脈弁22を通っ
て外に出ることができる。これにより、手術者は、例えば、蛍光透視装置を使用して送出
システムの向きを見ることができる。次いで、ステントドック350は、ガイドワイヤを保
持する送出カテーテル内のチャネルが前弁尖38に当接するステントドック350の一部に隣
接し、前弁尖38を固定するフックまたは他の固着アームに隣接するように送出カテーテル
352に導き通されうる。ガイドワイヤまたは他の配向構造物の配置により、ステントドッ
ク350は、このようにして僧帽弁前弁尖38に向くように曲がる。
【００９６】
　次に図23A～図23Dを参照すると、大動脈ガイドワイヤ372および位置決め用螺旋状部374
の助けを借りて患者の心臓14の僧帽弁位置に螺旋状アンカー370を位置決めするためのシ
ステムおよび方法が図示されている。ガイドワイヤ372は、導入器378の内腔376から左心
室10内に入り、大動脈弁22を横切り、大動脈18に送り込まれる。右心室210は、例示を目
的として図示されている。ガイドワイヤ372は、大動脈弁22に近い、前弁尖38を配置する
ために使用されうる。ステム382とU字形部分384とを有するコイルガイドカテーテル380は
、導入器378の内腔376から送られ、図23Bに示されているように左心房46内の遠位先端部3
80aにより位置決めされ、これにより、コイルガイドカテーテル380の遠位先端部380aは、
図示されているように、ガイドワイヤ372から離れる方を指すか、またはガイドワイヤ372
の方を指すものとしてよい。手術者は、蛍光透視または心エコー検査法を使用して、ガイ
ドワイヤ372に関して遠位先端部380aの方向を決定することができる。遠位先端部380aが
、ガイドワイヤ372から離れる方を指している場合、手術者は、その後の位置決め用螺旋
状部374が、コイルガイドカテーテル380から後弁尖42の方に押し出されることを確信する
。逆に、遠位先端部380aが、ガイドワイヤ372の方を指している場合、その後の位置決め
用螺旋状部374は、コイルガイドカテーテル380から前弁尖38の方に押し出される。このタ
イプのガイドワイヤの補助は、ガイドワイヤ372がカテーテルを介して心房46から送出さ
れ、次いで僧帽弁44を通り、上方に曲がって大動脈弁22を通る心房アプローチを介しても
使用されうることは理解されるであろう。
【００９７】
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　螺旋状アンカー370を僧帽弁位置に配置する前に、図23Bに示されているように位置決め
用螺旋状部374またはバネをコイルガイドカテーテル380から左心房46内に送り込むことが
できる。左心房46は、弁44がドレインに似るように僧帽弁44の場所で狭くなる。図示され
ている位置決め用螺旋状部374は、輪84の直径より大きい。例えば、最大直径が40mmであ
る位置決め用螺旋状部374は、30mmのリン84に使用することができる。位置決め用螺旋状
部374は、螺旋状部374が完全に膨脹するようにコイルガイドカテーテル380が心房46の中
間にあるときに送られる。コイルガイドカテーテル380が僧帽弁44の方へ後退するときに
、手術者は、輪84に隣接する心房壁36aに当たる螺旋状部374の力を感じることができ、ま
た蛍光透視または心エコー検査法が使用されるときに弁44の平面から離れる方向の螺旋状
部374の曲がりを見ることもできる。この位置決め用螺旋状部またはバネ374は、輪84を配
置しやすくするために僧帽弁44の配置を識別するのに役立つ。螺旋状部374は、適切な金
属および特に形状記憶材料から作ることができる。図示されている螺旋状部374は、1つほ
どの曲がりまたはコイルを有しているけれども、コイルをいくつでも組み込める。
【００９８】
位置決め用螺旋状部374が僧帽弁44を配置した後、螺旋状アンカー370は、図23Cに示され
ているように、コイルガイドカテーテル380から心房46内に送られ、僧帽弁44の交連部80
を通り、弁44の下の心室10に送り込まれる。次いで、位置決め用バネ374が心房46から取
り外されうる。この実施形態では、螺旋状アンカー370の2つほどのコイル390が、コイル
ガイドカテーテル380から螺旋状アンカー370を押し出すことによって弁44の下に配置され
る。螺旋状アンカー370の上側コイル392は、図23Dに示されているように螺旋状アンカー3
80が前方に押されるときにコイルガイドカテーテル380を回転させることによって弁44の
上に配置される。位置決め用螺旋状部またはバネ374が、本明細書で説明されている患者
の心臓の僧帽弁位置に螺旋状アンカーを位置決めするためのシステムおよび方法のどれか
に組み込まれうる。
【００９９】
　次に図24A、図24B、および図24Cを参照すると、位置決め用螺旋状部402の助けを借りて
患者の心臓14の僧帽弁位置に螺旋状アンカー400を位置決めするためのシステムおよび方
法の別の実施形態が図示されている。カテーテル404は、よく知られているように、経皮
的穿刺によって、または患者の鼠径部のところで小さな外科的切開を行うことによって患
者の静脈系内に導入される。あるいは、カテーテル404は、下腹部または腹膜後腔部内の
どこかに、または鎖骨下動脈もしくは腋窩静脈もしくは首の頸静脈系を介して首もしくは
肩に導入されうる。この実施形態では、カテーテル404は、図24Aに示されているように、
下大静脈212を上り、右心房210に入り、心房中隔304を横切り、左心房46内に入る。コイ
ルガイドカテーテル406は、カテーテル404から左心房46内に貫入し僧帽弁44に向かう。コ
イルガイドカテーテル406は、ステム408とU字形部分410とを備え、位置決め用螺旋状部40
2および螺旋状アンカー400の押し出しを補助する。位置決め用螺旋状部402は、コイルガ
イドカテーテル406から押し出され、僧帽弁44の近くの左心房46の底部に押し当てられる
。これは逆向きの力を発生し、手術者はこれを感じ取って僧帽弁44の配置を確認すること
ができる。次いで、螺旋状アンカー400は、図24Bに示されているようなガイドとして位置
決め用螺旋状部402を使用して僧帽弁弁尖38、42の下のコイルガイドカテーテル406から押
し出される。位置決め用螺旋状部402は、螺旋状アンカー400の一部が弁尖38、42の下に配
置された後に取り出すことができる。それぞれ弁の上および下のコイル404、406とともに
螺旋状アンカー400の配置を完了した後にカテーテル404を取り出すステップが図24Cに示
されている。他の実施形態では、位置決め用螺旋状部402は、追加の特徴部を有すること
も可能であることに留意されたい。例えば、これは、左心室を通過し遠位端のところで大
動脈(図示せず)内に入り込むことができるテール状延長部を組み込むことができる。この
特徴は、位置決め用螺旋状部402が僧帽弁輪84の実質的に中心に来ることを確実にする。
それに加えて、位置決め用螺旋状部402は、心房46の基部に押し当てられたときにずれる
。このようなずれは、蛍光透視装置上に現れ、螺旋状部402の位置を示すので、手術者は
確認できる。
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【０１００】
　すでに本明細書で説明されているように、アンカー送出システムの端部が、心房46の内
側に配置されたときに、螺旋状アンカーは、弁尖38、42の下に導かれなければならない。
したがって、これから説明する追加のデバイスおよび方法は、アンカーのコイルが最終的
に弁尖38、42の上と下の両方に配置されるようにアンカーの開始点の配置を視覚化する必
要なく、または視覚化を最小限度に抑え、確実さを最大にして、弁尖38、42の下の螺旋状
アンカーの開始の位置決めを補助するのに役立つ。
【０１０１】
　次に図25A～図25Cを参照すると、患者の心臓14の僧帽弁位置に螺旋状アンカー420を位
置決めするためのシステムおよび方法が図示されている。ガイドワイヤ422は、導入器424
から左心室10を通り、僧帽弁424を経由して左心房46内に送り込まれる。取り付けられた
引き紐430および中央内腔432を有するコイルガイドカテーテル428を収納するカテーテル
は、コイルガイドカテーテル428が図25Aに示されているように左心房46内に貫入するよう
にガイドワイヤ422上で送られる。別の実施形態では、コイルガイドカテーテル428は、ガ
イドワイヤ422および螺旋状アンカー420のそれぞれに対する2つの内腔を有することがで
きる。この変更形態は、2本のワイヤ420、422が同時に適所に置かれている場合に互いの
容易な通過を妨げるのを防ぐ。干渉は、内腔432を通るガイドワイヤ422の移動を損なうよ
じれを生み出す、形状記憶材料を含む螺旋状アンカー420を挿入するときに単一の内腔を
有するコイルガイドカテーテル428において特に問題となるおそれがある。両方の内腔が
コイルガイドカテーテル428の端部に達する必要はない。引き紐430は、コイルガイドカテ
ーテル428の周りに結ばれるか、またはコイルガイドカテーテル428の構造内に組み込まれ
うるか、または、固定のためコイルガイドカテーテル428内のループ(図示せず)を通過す
ることができる。
【０１０２】
　ガイドカテーテル428は、最初に真っ直ぐであり、図25Bに示されているように螺旋状ア
ンカー420の送出を円滑に行えるように複雑な湾曲形状に活性化される。一般に、活性化
されたコイルガイドカテーテル428の特徴部は2方向に湾曲する。特に、コイルガイドカテ
ーテル428のステム436は、その遠位端が僧帽弁44とおおよそ平行な平面内に入るように曲
げられている。第2の湾曲部438は、僧帽弁輪84の経路とおおよそ平行である。螺旋状アン
カー420は、コイルガイドカテーテル428から外へ出て、僧帽弁弁尖38、42の下に入るよう
に図示されている。弁尖38、42の下のアンカー送出は、引き紐430によって円滑に行われ
るようになっている。引き紐430は、導入器424の内側から引かれ、これにより、コイルガ
イドカテーテル428は僧帽弁44の弁尖の下に引き込まれる。コイルガイドカテーテル428は
、それが弁尖38、42の下に落ち着くまで、左心室10の内側で一時的に引き下げられるもの
としてよい。螺旋状アンカー420は、コイルガイドカテーテル428から外へ押し出されるも
のとしてよく、その曲がりまたはコイルは、弁尖38、42の下で始まる。引き紐430は、コ
イルガイドカテーテル428が弁尖38、42の間の下へ確実に引かれるように弁尖38、42の間
を通ることに留意されたい。コイルガイドカテーテル428は、螺旋状アンカー420が弁尖38
、42の下で曲がりの開始を確実にするように過剰に(つまり、左心室10のずっと奥まで)下
方に引き込むことができる。アンカー420のセグメントが送出された後、引き紐430の張り
が緩められ、これにより、コイルガイドカテーテル428は弁尖38、42の下の位置に戻り、
螺旋状アンカー420は、コイルガイドカテーテル428から単に押し出すことによって弁尖38
、42の真下に位置決めされる。この実施形態では、この手技は、左心室10の心尖6を介し
て実行される。この手技が経中隔穿刺を用いて実行される場合、引く動作は働かない。押
す動作は必要になり、したがって、ある程度の剛性を持つデバイスは、弁尖38、42の下の
コイルガイドカテーテル428の端部を移動させる必要がある。一実施形態では、これは、
引き紐430をチューブまたはカテーテルに通し、カテーテル(図示せず)を押すことによっ
て単純に実行することも可能である。図25Bに示されているように、引き紐430の端部を引
くと、結び目440が解け、引き紐430を取り外すことができる。結び目440を切断するステ
ップ、または引き紐430を自由に引っ張れるループに通すステップを含む他のオプション
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がある。
【０１０３】
　図25Cは、引き紐430を取り外し、弁44の下のアンカー配置が完了した後の弁44の上の螺
旋状アンカー420の配置を示している。螺旋状アンカー420の2つのコイルまたは曲がり442
が、僧帽弁44の下に置かれ、追加の曲がり444が、螺旋状アンカー420を押し出すのとコイ
ルガイドカテーテル428を曲げるのとを同時に行うことによって弁44の上に置かれる。螺
旋状アンカー420を同時に押し出し、また同時にコイルガイドカテーテル428を曲げる必要
はない。この2つのステップは、別々に実行できる。別の実施形態では、螺旋状アンカー4
20のコイルは、アンカー420の先端部420aが弁尖38、42(図25B)の下へ押される前に心房46
内に送出されうる。例えば、アンカー420の2つのコイルを、アンカー420の端部420aが僧
帽弁弁尖38、42の下に導かれる前にコイルガイドカテーテル428から左心房46内に押し出
すことも可能である。次いで、アンカー420の先端部420aは、弁尖38、42の下に通され、
さらに2つの曲がりが螺旋状アンカー420を単純に押すことによって送られるようにするこ
とが可能である。この結果、螺旋状アンカー420は弁尖38、42の上の2つの曲がり、および
弁尖38、42の下の2つの曲がりで位置決めされる。すでに述べているように、異なる数の
曲がりを弁44の上および/または下に設けることができる。僧帽弁弁尖38、42と係合させ
る前にアンカー420の曲がりを送出することによって、コイルガイドカテーテル428を回転
させる必要をなくす。押す動作のみでよい。この配置構成では、螺旋状アンカー428を、
手術者が単に患者からカテーテルおよび工具を出しするだけでよい形で埋め込まれうる。
カテーテルを、特に離れた場所から、曲げて回転させる必要性があるため、手技はなお困
難になる。カテーテルにそってトルクを伝えるのは難しく、また予測不可能であり、その
結果、カテーテルはまったく移動しないか、または心臓に障害を及ぼす危険性を伴って予
想外にジャンプする可能性がある。出し入れ動作のみで実行されるカテーテル手技は、か
なり簡単で安全である。
【０１０４】
　次に図26A～図26Cを参照すると、僧帽弁弁尖38、42の下に螺旋状アンカー450を導くシ
ステムおよび方法が図示されている。この一連の図は、螺旋状アンカー450それ自体が中
立位置からスプリング力で飛び出て、弁尖38、42の下に引かれる状態を示している。スネ
ア452は、カテーテルまたはチューブ454内で絞られうる縫合糸またはワイヤのループから
なる。一実施形態では、材料をループ452に加えて、蛍光透視装置で視覚化することがで
きる(つまり、放射線不透過物質)。あるいは、スネア452は、ワイヤまたは縫合糸もしく
はポリマーコーティングなどのカバーの内側のワイヤで構成することも可能である。スネ
ア452は、スネアカテーテル454を左心房46内に挿入し、次いで、ループ452を開いて、螺
旋状アンカー450を通す実質的に大きいターゲットを形成することによって図示されてい
るように施すことができる。図26Aは、スネア452が心臓14の内側のアンカー450の端部に
取り付けられている状態を示している。しかし、これは難しい場合がある。あるいは、ス
ネア452を螺旋状アンカー450の端部に事前に取り付けられているスネア452とともに患者
体内に挿入することも可能である(これは、コイルガイドカテーテル456の端部からわずか
に押し出され、導入器2の内側に配置される前にガイドカテーテル456の端部にしっかり取
り付けることも可能である)。あるいは、ループ452を患者体内に入る前に、または心臓内
にあるときに、コイルガイドカテーテルの端部に結合することができる。ループ452をコ
イルガイドカテーテル456の先端部または螺旋状アンカー450の先端部もしくは端部に事前
に捕捉しておくことは、一般的には容易であることは理解されるであろう。
【０１０５】
　スネアカテーテル454およびコイルガイドカテーテル456は、左心室10の心尖6内の同じ
導入器2を通過する。2つの物体が同じ導入器を通過するときに、閉鎖機構が2つの物体の
間の空間の周りを封止することができないので血液の漏れを生じる傾向がある。コイルガ
イドカテーテル456の壁および/またはスネアカテーテル454の設計を変更すると有益な場
合があり、したがって2つ合わせて、簡単に閉じられる周を形成する。例えば、スネアカ
テーテル454は、平坦に、または楕円形もしくは三日月形の形状にされる場合もあり、こ
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れは導入器2を通過して封止を改善することによって血液が漏れる危険性を低減する。ま
たスネアカテーテル454を受け入れる溝を導入器2内に設けることも可能である。
【０１０６】
　図26Bでは、スネア452は、コイルガイドカテーテル456の端部を超えて押し出されてい
る螺旋状アンカー450の端部の周りで締め付けられている。螺旋状アンカー450は、スネア
452がアンカー450の端部から滑り落ちるのを防ぐため拡大された先端部460を有する。手
術者は、スネア452を引っ張って、螺旋状アンカー450の先端部460を僧帽弁44の下に送出
する。スネア452は僧帽弁弁尖38、42の間を通過するので、螺旋状アンカー450は、僧帽弁
弁尖38、42の間も通過する。アンカー450が弁尖38、42の真下に確実に来るようにするた
めに、アンカー450を心室10内に過剰に引っ張り込み、それからコイル450をコイルガイド
カテーテル456から送り出すことができる。スネア452は、縫合糸のループを通して引くか
、または患者体内もしくは体外の縫合糸を切断することによって解放することができる。
【０１０７】
　別の実施形態では、スネア452が導かれ、偏向可能なようにすると都合がよい場合があ
る。アンカー450が弁尖38、42の下に引っ張られた後、アンカー450の先端部460を弁44の
周に、特に腱索48との絡み合いを回避するために、導くと有益な場合がある。これは、例
えば、事前整形された、または可鍛性のある棒をスネアカテーテル454の下に渡して好ま
しい形状を付けることによって達成することが可能である。可鍛性を有する棒を使用する
と、手術者はその湾曲を変えることができる。スネアシステムは、コイルガイドカテーテ
ルに関してすでに説明されているような操縦可能な特徴部も有することが可能である。患
者の体外のハンドルは、スネアシステム上の曲がりを調整するために使用することが可能
である。
【０１０８】
　螺旋状アンカー450が腱索48のすべてに広く入ることが確実になるようにするため、螺
旋状アンカー450が弁尖38、42の下に引っ張られた後にスネア452または縫合糸を弁44の周
の方へ曲がるようにすると有益であろう。これは、スネアチューブ454の内側の探り針に
よって行うことが可能であるか、またはスネア452がコイルガイドカテーテルに関してす
でに説明されているような、わずかな外向きの曲げで形状を変えることを許す特徴を有す
ることが可能である。次いで、アンカー450は、たぶん2もしくは3cmまたは約1/4回転だけ
弁尖38、42の下に安全に入る(つまり、これにより、アンカー450はスプリング力で左心房
46内に戻ることはない)まで押し出すことができる。アンカー450が安全な量だけ弁尖38、
42の下に押された後に、スネア452は解放されうる。アンカー送出は、所望の数の曲がり
が弁尖38、42の下に入るまでアンカー450を押し出すことによって続けられる。縫合糸が
使用される場合には、それを切断することも可能である。補強棒も縫合糸452とは別の内
腔内に通し、それでも同じ有益な効果を得ることも可能である。
【０１０９】
　図26Cは、弁44の下に位置決めされ、スネア452から解放された螺旋状アンカー450の先
端部460を示している。スネアからアンカー先端部460を係脱する簡単な方法は、アンカー
が下へ曲げられて左心室10内に入るまでスネア452を押し下げて、次いでスネア452を解放
し、アンカー450がスプリング力でスネア452から飛び出るようにすることである。縫合糸
は、患者体外で切断され、次いでスネア452に引き通されることも可能である。縫合糸も
、アンカー450の先端部460内の予備成形されたループ(図示せず)を通過することが可能で
ある。あるいは、コイルガイドカテーテル456の遠位端は、アンカー450の先端部460が弁
尖38、42の下に入った後、回転させることによって弁尖38、42の下に送ることができる。
次いで、スネア452はわずかに緩められ、次いで、螺旋状アンカー450は、コイルガイドカ
テーテル456の内側で引き戻され、これにより、スネア452は強制的にアンカー450の端部
から外される。縫合糸452およびスネアチュービング454は、左心室10の心尖6内の導入器2
を通して引き出すことができる。アンカー挿入は、本明細書ですでに説明されているよう
に、弁尖38、42の下でアンカー450の残り部分を押し出すことによって完了させることが
できる。
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【０１１０】
　次に図27Aおよび図27Bを参照すると、すでに説明されているようなコイルガイドカテー
テル470は、追加の位置設定特徴ともに示されている。図27Aは、螺旋状アンカー472の送
出が円滑に行えるように複雑な湾曲した形状に合わせて活性化されたコイルガイドカテー
テル470を示している。活性化されたコイルガイドカテーテル470の特徴部は2方向に湾曲
する。特に、コイルガイドカテーテルのステム474は、コイルガイドカテーテル470の遠位
端476が僧帽弁44とおおよそ平行な平面内に入るように曲げられている。第2の湾曲部478
は、僧帽弁輪84の経路とおおよそ平行である。図27Bにおいて、コイルガイドカテーテル4
70は、その先端部482がさらに下方に曲げられるように追加の湾曲部480とともに示されて
いる。この下方の曲がりにより、コイルガイドカテーテル470の先端部482は僧帽弁弁尖38
、42の下に容易に入ることができる。例えば、コイルガイドカテーテル470は、螺旋状ア
ンカーが数センチメートルだけ僧帽弁弁尖38、42の下に送出されている間に、図27Bに示
されている形状をとることができ、次いで、図27Aに示されている形状に戻り、確実にア
ンカー472が弁尖38、42の下に正しく置かれるようにできる。
【０１１１】
　次に図28Aおよび図28Bを参照すると、僧帽弁弁尖38、42の下に螺旋状アンカー490を導
くシステムおよび方法が図示されている。この一連の図は、螺旋状アンカー490がガイド
ワイヤ492上で送出される状態を示している。ガイドワイヤ492は、図28Aに示されている
ように、ガイドワイヤ492が僧帽弁弁尖38、42の下をくぐり左心室10内に入るようにコイ
ルガイドカテーテル494の端部を通して送出される。内腔490aを有する螺旋状アンカー490
は、図28Bに示されているように、アンカー490が僧帽弁弁尖38、42の下をくぐり左心室10
内に入るようにガイドワイヤ492の上で送られる。ガイドワイヤ492は、アンカー490が左
心室10内に正常に入った後いつでも引き出せる。この実施形態では、螺旋状アンカー490
は、中身の詰まったチューブまたはステント状構造物で製作される。
【０１１２】
　次に図29A～図29Cを参照すると、僧帽弁弁尖38、42の下に螺旋状アンカー500を導くシ
ステムおよび方法が図示されている。この一連の図は、把持具502によって、螺旋状アン
カー500が中立位置から引き出され、弁尖38、42の下に引かれる状態を示している。コイ
ルガイドカテーテル504は、螺旋状アンカー500が中に保持されている状態の左心房46の内
側にあるように図示されている。螺旋状アンカー500の端部506(図29C)は、別の把持具502
の顎部508、510によって保持される。あるいは、把持具502は、アンカー500の長さにそっ
て螺旋状アンカー500に取り付けることができる。把持具502は、本明細書ですでに説明さ
れているスネアと似た機能を果たし、コイルガイドカテーテル504の内側に延在するか、
または図29Aに示されているようにコイルガイドカテーテル500の外側の螺旋状アンカー50
0の端部506を保持することができる。
【０１１３】
　この例示的な例では、把持具502は、螺旋状アンカー500の端部506を把持できるように
把持具502の顎部508、510を適切に位置決めするためのU字形曲がり512を備える。U字形曲
がり512の必要性は、把持具502の端部と螺旋状アンカー500の端部506との間に自在継手の
接続部などの、枢動する接合部を単に有することによってなくすことが可能である。ある
いは、螺旋状アンカー500の端部506上のボールが把持具502の顎部508、510内の溝と嵌合
し、これにより、任意に角度で係合させることが可能である。把持具502は、図29Bに示さ
れているように僧帽弁弁尖38、42の下に螺旋状アンカー500を引くために使用されうる。
把持具502は、湾曲している必要はないが、むしろ、直線コースで左心房46内に入るもの
としてよい。螺旋状アンカー500が弁尖38、42の下に位置決めされたときに、把持具502は
解放され、図29Cに示されているように心臓14から引き出されうる。次いで、アンカー500
は、本明細書ですでに説明されているように僧帽弁弁尖38、42の下の適所に送り込むこと
ができる。把持具502は、生検鉗子と似た機能を果たしうる。
【０１１４】
　図30Aおよび30Bは、本発明による代替的把持具520を示している。把持具520は、一対の
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顎部522、524と顎部522、524を開閉できるカテーテル526とを備える。カテーテル526は顎
部522、524に向けて送られ、これにより、図30Aに示されているように、顎部を閉じ、螺
旋状アンカー500の端部506を保持する。カテーテル526が後退すると、図30Bに示されてい
るように、顎部522、524は開き、螺旋状アンカー500が解放される。この把持具520は、生
検鉗子に比べてかなり柔軟性があり、薄くできている。また、アンカー500は、把持具520
の顎部522、524の内側で回転することができる。この接合部は、把持具520の内側で旋回
することを許されている螺旋状アンカー500のボール形端部506を持つ自在継手として働く
。これにより、コイルガイドカテーテル504および把持具520は図29AのU字形曲がり512の
必要なく平行経路内に挿入されうる。すでに本明細書で説明されているように、把持具52
0が螺旋状アンカー500の端部506を保持する必要はない。むしろ、把持具520は、その長さ
にそった任意の地点で螺旋状アンカー500上にラッチすることができる。把持具520が螺旋
状アンカー500の側部にラッチされている状態で、アンカー500が顎部522、524を通って摺
動することを許すことが可能であり、したがってアンカー500は、顎部522、524が閉じら
れ、把持具520が適所に保持されている間に適所に押し込まれうる。
【０１１５】
　次に図31A～図31Dを参照すると、患者の心臓14の僧帽弁位置に螺旋状アンカー500を位
置決めするためのシステムおよび方法が図示されている。コイルガイドカテーテル504お
よび別の把持具520が、導入器2を通して左心房46内に送り込まれる。螺旋状アンカー500
の端部506(図31C)は、コイルガイドカテーテル504から延在するボール形先端部を備え、
把持具520の顎部522、524によって保持される。螺旋状アンカー500の一部は、図31Aに示
されているように、アンカー500をコイルガイドカテーテル504に押し通すことによって心
房46内に位置決めされる。2つのほどのコイル530、532が心房46内に位置決めされた後、
把持具520は、交連部80を通して後退し、図31Bに示されているように僧帽弁輪84の下に端
部506を引き込む。螺旋状アンカー500の端部506が輪84の下に引き込まれたときに、把持
具520はアンカー500の端部506を解放し、図31Cに示されているように心臓14から引き出さ
れる。次いで、螺旋状アンカー500は、図31Dに示されているようにアンカー500の2つほど
のコイル534、536が輪の下に位置決めされるようにコイルガイドカテーテル504からさら
に押し出される。この実施形態は、コイルガイドカテーテル540を捻るか、または回すこ
とを必要としないが、むしろ、螺旋状アンカー500の送出は押し出しのみによってなされ
ることに留意されたい。
【０１１６】
　把持具520が螺旋状アンカー500の先端部506に固定されたときに、把持具520は、アンカ
ー500の曲がりが押し出されるときにコイルガイドカテーテル504のステムの周りに巻き付
きうることに留意されたい。この巻き付きに対して、心臓の内側に挿入される前に反対方
向にコイルガイドカテーテル504のステムの周りに把持具520を単純に事前に巻き付けるこ
とによって対抗することも可能である。あるいは、把持具520は、アンカー500の曲がりま
たはコイル530、532が心房46内に押し出された後、螺旋状アンカー500の先端部506に固定
されうる。しかし、これは、最小限度の視覚化、またはまったく視覚化なしでは、実行が
非常に困難である場合がある。また、遠位端を近づけたときにくっつくように把持具520
と螺旋状アンカー500端部に磁性体を加えることも可能である。把持具およびアンカー500
の遠位端の一方または両方に磁性を持たせることも可能である。一方のみが磁性体である
場合、他方の端部は、鉄などの磁界を有するように誘導することができる材料を含んでい
なければならない。磁石の助けを借りたとしても、このプロセスは、最小限度でも、また
は視覚化を使用しても、実行がまだ非常に困難である場合がある。したがって、把持具と
コイルガイドカテーテルの絡み合いを防ぐために他の手段を備えることができる。また、
把持具およびスネアカテーテルは特に本明細書においてコイルガイドカテーテルおよび/
または螺旋状アンカーなどのシステムの他のコンポーネントをガイドする目的に使用され
る好適な制御要素として開示されているが、他の制御要素も代わりに使用することができ
ることは理解されるであろう。他の可能なオプションの1つとして、単純なケーブル、縫
合糸、または他の引張部材が、本発明のコイルガイドカテーテルなどのカテーテルの遠位
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端を引っ張るか、または位置決めを目的として螺旋状アンカーそれ自体を他の何らかの方
法で直接的にまたは間接的に引っ張るために使用されうる。
【０１１７】
　次に図32A～図32Eを参照すると、僧帽弁弁尖38、42の下に螺旋状アンカー500を導くシ
ステムおよび方法が図示されている。コイルガイドカテーテル504は、コイルガイドカテ
ーテル504のステムが僧帽弁44の交連部80内に配置されるように導入器2を使って左心房46
内に送り込まれる。コイルガイドカテーテル504の末端部504aは、他の交連部80の近くに
配置されるような形状を有する。コイルガイドカテーテル504の長さは、螺旋状アンカー5
00が図32Aに示されているように押し出されるときに、アンカー500の端部506が極めて正
確に交連部80を通過する把持具504によって掴まれうるように選択される。複数のコイル
ガイドカテーテルが、僧帽弁の異なるサイズと一致するさまざまな寸法で製造されうる。
例えば、手術者は、約30mmの僧帽弁直径で患者に手技を実施するときにステムの端部とガ
イド504の先端部504aとの間で約30mmの長さを有するコイルガイドカテーテル504を選択す
ることができる(一般的に心エコー検査法で、またCTおよびMRスキャンで示される)。
【０１１８】
　図32Bは、上から見た僧帽弁44を示している。コイルガイドカテーテル504は、右に示さ
れている交連部80ところで僧帽弁44を通過している。コイルガイドカテーテル504のステ
ム504bは、交連部80のうちの1つに到達するように心エコー検査法によってガイドするこ
とができる。コイルガイドカテーテル504の端部は後僧帽弁輪の弧に似たU字形部分504cを
有し、遠位先端部504aは、螺旋状アンカー500がそこから押し出され把持具540によって弁
尖38、42の下に引かれるように他の交連部80の近くに置かれている。交連部80のところで
アンカー500の入口点を位置決めする必要はないことに留意されたい。しかし、例えば、
螺旋状アンカー500が僧帽弁前弁尖38の中間領域内で始まる場合に、弁尖38のこの部分は
コイル内に捕捉され、アンカー500が挿入された後に弁44からの漏れを引き起こすなどの
問題の原因となりうることを認識することは重要である。弁44から漏れが生じた場合、患
者は、血行動態的に不安定になり、僧帽弁プロテーゼを挿入する手技を大急ぎで行うこと
になりうる。
【０１１９】
　図32Bに示されているように、コイルガイドカテーテル504のU字形部分504cは、弁44の
輪84を辿る。U字形部分504cは、輪84を超えて辿る可能性もあり、したがって、コイルガ
イドカテーテル504は、心臓14の基部の上で左心房壁46aに当接する。これは、コイルガイ
ドカテーテル504が当接するタイプの棚部を構成する。手術者は、コイルガイドカテーテ
ル504のステム504bを引き下げ、コイルガイドカテーテル504が心臓14の基部に当たって係
合することを感じ取る。これは、心臓14の内側のコイルガイドカテーテル504の深さの比
較的盲目的な位置決めを可能にする。
【０１２０】
　把持具540は、把持具540が図32Cに示されているように交連部80に近い僧帽弁輪84を通
過するように導入器2を通して左心房46内に送り込まれる。把持具540は、螺旋状アンカー
500を受け入れるため最初に開いている顎部542、544を備える。次いで、把持具540は、図
32Dに示されているように、アンカー500が摺動して把持具540の顎部542、544を通るよう
に先端部506の近くの螺旋状アンカー500を締め付けることができる。一実施形態では、把
持具540は、手術者が把持具540を閉じたままにしなくてすむように顎部542、544上に係止
部を有することができる。このような係止部は、よく知られており、内視鏡生検鉗子など
の多くの道具について説明されている。手術者は、心臓14の内側にコイルガイドカテーテ
ル504および把持具540を挿入する前に患者体外の螺旋状アンカー500上で把持具540を締め
付けることを好む場合があることに留意されたい。図32Eは、把持具540がアンカー500を
弁尖38、42の下に送り込むステップをガイドするように顎部542、544の間に摺動する螺旋
状アンカー500を示している。顎部542、544は、弁44の上に配置されるが、顎部542、544
は、代替的に、アンカー500の経路を目指すように、弁44の下に、または弁44と同じレベ
ルにあるものとしてよいことは理解される。把持具540は、アンカー500を輪84の下に引き
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込むだけでなく、アンカー500の動作を制御し、アンカー500を適所にガイドするためにも
使用される。アンカー500が、回している間に動かなくなってしまった場合、アンカー500
を把持具540上で前進させ、上方および下方の動きで引き出して、アンカー500を解放する
ことができる。別の実施形態では、把持具540は、アンカー500とともに回るように螺旋状
アンカー500の先端部506に取り付けることもできる。螺旋状アンカー500の先端部506が、
前進できない場合、把持具540を、アンカー500を用い、把持具540を押したり引いたりし
て回転させることができ、アンカー500の先端部506を、弁44の下側で完全に1回転するよ
うに促すことができる。
【０１２１】
　コイルガイドカテーテル504のステム504bから先端部506までのU字形部分504cにそった
コイルガイドカテーテル504の距離は、僧帽弁輪の直径または交連部80の間の距離に近い
ものとしてよい。コイルガイドカテーテル504のステム504bの端部から端部506までの距離
が、おおよそ僧帽弁の直径または交連部間の距離である場合、把持具540およびステム504
bは、システムが僧帽弁44の内側の中心に来るように僧帽弁の直径または交連部間の距離
で隔てられうる。交連部80は、心エコー検査法で容易に識別できる。ステム504bおよび把
持具540が交連部80に置かれるのを確実にすることによって、コイル500の送出は、弁尖38
、42に関して正しく配向されうる。大半の手術者は、交連部80から開始するコイル500を
送出することを望んでいる可能性が高く、したがって、コイルガイドカテーテル504およ
び把持具540を図示されているように配向することで、螺旋状アンカー500の入口点に対す
る正しい開始位置が保証される。
【０１２２】
　交連部80のところで螺旋状アンカー500を送出する必要はないことを再度述べておく。
コイルガイドカテーテル504は、入口点が使用されるように回転されうる。しかし、交連
部80は、コイルガイドカテーテル504のステム504bおよび把持具540の位置が確認できるよ
うな有用な開始点とすることができる。次いで、コイルガイドカテーテル504および把持
具540は、螺旋状アンカー500に対する所望の入口点まで回転されうる。
【０１２３】
　ときには、僧帽弁弁尖38および/または42の下にカルシウムがある。螺旋状アンカー500
は、カルシウムの堆積物に当たると容易に摺動することができなくなる。把持具540は下
方に引っ張られ、アンカー500をわずかに低い位置に移動してカルシウムを避けて通るよ
うにすることが可能である。同様に、螺旋状アンカー500は、弁44の真下の、および弁44
の平面内の、位置に向かうよりはむしろ、コースを外れ、曲がったコースをとりうる。把
持具540は、この問題を防ぐか、または是正するために使用されうる。螺旋状アンカー500
を摺動させて顎部542、544の間に入れることによって、アンカー500を所望のコースに向
かい続けるようにすることが可能である。把持具540を容易に取り外せることに留意され
たい。顎部542、544は開かれ、把持具540は、導入器鞘2から単純に引き出されうる。
【０１２４】
　次に図33および図33Aを参照すると、左心房46内でコイルガイドカテーテル560を位置決
めするための特徴部が図示されている。膜延長部564を有するコイルガイドカテーテル560
は、僧帽弁44の交連部80を通して左心房44内に送り込まれる。延長部564は、コイルガイ
ドカテーテル560のU字形部分570と同じ平面内に置かれ、左心房46の壁46a上に置かれるよ
うに僧帽弁輪84の周を超えて移動する。あるいは、延長部564は、コイルガイドカテーテ
ル560のU字形部分570の周りにアーチ形の通路を形成する下方の曲がりを有することがで
きる。この下方への曲がりは、手術者がアンカー572の先端部574が僧帽弁44の下に配置さ
れる前に螺旋状アンカー572のコイルを押し出すことを望んでいる場合に、コイルを輪84
の上に置く空間を形成する。図33を参照すると、延長部564は心房壁46aに当接し、手術者
がコイルガイドカテーテル560を引き戻すときに完全停止点を形成することによって手術
者に触覚フィードバックを与えることがわかる。これは、コイルガイドカテーテル560を
左心房46の内側に、弁44の平面に平行な平面内に保つ働きをする。このようにして、延長
部564は、コイルガイドカテーテル560の正しい深さ位置決めを補助し、螺旋状アンカー57
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2の送出を弁44の平面とおおよそ平行に続けるのを助ける。この実施形態では、延長部564
は、コイルガイドカテーテル560のU字形部分570の長さにわたって延在している。しかし
、他の実施形態では、延長部564は、短くても、長くてもよく、そうであっても、延長部5
64は僧帽弁輪84の周りに完全な円を形成することができる。また、図示されているように
連続的突出部を含むのではなくむしろ、延長部564は、類似の機能を実行する多数のより
小さい個別の突出部もしくは延長部を備えることが可能である。
【０１２５】
　延長部564は、プラスチック材料または生物由来物質の膜を備えることができる。ナイ
ロン、ポリプロピレン、ポリエステル、PTFE、またはePTFEなどの、好適な生体適合物質
を使用することも可能である。動物もしくはヒトの心膜または動物腸由来膜などの生物由
来物質も使用することが可能である。ワイヤ状構造物576は、形状と完全性とを膜564に与
えることができる。ワイヤは、帆状膜564を活性化するように移動可能であるものとする
ことも可能である。例えば、ワイヤを押すことで、帆状膜564を膜564がコイルガイドカテ
ーテル560の近くに置かれているつぶれた状態の位置から膜564が膨脹し、心房壁46a上の
コイルガイドカテーテル560を支持する活性位置まで移動することが可能である。ワイヤ
材料は、ステンレス鋼またはニチノールなどの好適な材料から作ることが可能である。
【０１２６】
　次に図34A～図34Gを参照すると、僧帽弁44の交連部80を閉じるデバイス、システム、お
よび方法が図示されている。図34Aでは、スネアカテーテル580は、すでに説明されている
ように、左心房46内のコイルガイドカテーテル504の端部から延在する螺旋状アンカー500
の端部に取り付けられる。縫合糸582は、結び目584で結ばれ、スネアカテーテル580を螺
旋状アンカー500の端部に接続する。他の実施形態では、この接続に結び目を使用する必
要はない場合がある。例えば、縫合糸582は、アンカーの先端部内のループを通過するこ
とが可能である。または、スネアをアンカーの端部の周りに締め付けることができる。し
かし、この実施形態では、結び目584は、螺旋状アンカー500への取り付けを維持し、螺旋
状アンカー500の制御を維持するためにスネアカテーテル580が緩められたときに使用され
うる。縫合糸582は、手技の終わりに、または手技の実行中の任意の時点において、切断
することができる。カテーテルを通る縫合糸を切断するために使用できる説明されている
デバイスは多数あった。スネアカテーテル580は、交連部80の近くの僧帽弁44の弁尖38、4
2の間を通り、コイルガイドカテーテル504は、図34Bに示されているような対向する交連
部80の近くの僧帽弁44の弁尖38、42の間を通る。ここで示されている僧帽弁輪84大きく、
それぞれの交連部80で弁尖38、42の間の間隙約4mmから5mmが図示されている。これは、螺
旋状アンカー500および弁プロテーゼ120が取り付けられた後に重大な漏れを引き起こす可
能性がある。この漏れを防ぐために、手術者は、続いて本明細書で説明されているように
僧帽弁プロテーゼ120を埋め込み、その後、布カフ(図22)を徐々に量を増やしながら追加
して弁プロテーゼ120と僧帽弁輪84との間の間隙を塞ぐことができる。しかし、カテーテ
ルベースの埋め込みでは、材料がかさばるため十分な量の布カフを追加することが困難で
ある。代替的一方法は、大きな僧帽弁輪84を収容できる大きさの弁プロテーゼを用意する
ことである。しかし、大きな弁プロテーゼもまた、カテーテルを介して埋め込むことが困
難である。大きなサイズの弁プロテーゼとカフ材料を伴うプロテーゼは両方とも、心臓ま
たは脈管系内に進入するために大きく切開し、外科的に切り詰める必要のある大型送出シ
ステムを要求する。
【０１２７】
　あるいは、僧帽弁弁尖38、42は一緒に閉じるか、または弁尖38、42の間の空間に栓をす
るか、または塞ぐということも可能である。交連部80の漏れ部を塞ぐためにさまざまなデ
バイスが利用可能である。Amplatzerのようなデバイスは、ニチノールまたはステンレス
などの金属のコイルからなる。これらは、布カバー、または布を内部に有することで、血
栓形成を高め、漏れを減らすことができる。これらの栓デバイスは、心房中隔欠損症、卵
円孔開存症、弁周囲逆流など部位を閉じるために使用される。これらは、この状況で使用
することも可能である。他のデバイスおよび方法も、交連部80を閉じるために使用するこ
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とが可能である。綿撒糸を、間隙を閉じるために使用することが可能である。砂時計形状
の布構造物は、布の狭い部分が交連部80内に位置決めされ、布の広い部分が弁尖38、42の
上および下に配置されるように挿入することができ、この目的のために役立つ一変更形態
である。栓材料で螺旋状アンカー500の周りを巻くことが可能である。これは、アンカー5
00のすぐ外側に置かれている必要はない。アンカー500は、栓材料を保持することが可能
であるため、材料が転位する危険性はない。また、アンカー500のコイル上に一体化され
るか、載ることが可能な閉塞器デバイス、システムを製作し、方法を提供することも可能
である。綿撒糸またはAmplatzerまたは他の閉塞器デバイスをコイルに固着させて、交連
部のところで閉じることも可能である。例えば、挿入前に2つの閉塞器をコイルに事前に
取り付けることが可能である。一方の閉塞器は、第1の交連部80に送出されるようにする
ことが可能である。コイル500は、反対側の交連部80に送られ、第2の閉塞器がこの位置に
送出されるようにすることが可能である。閉塞器は、ガイドレールのようなコイル500に
そって移動することが可能であり、例えば、アンカー500上で送られるカテーテルを使用
することによって、螺旋状アンカーの周りに押し込むことが可能である。また、螺旋状ア
ンカー500を挿入し、次いで、後から栓材料を螺旋状アンカー500のトラックまたはレール
にそって送出することも可能である。漏れのないことを確認するために、撮像システムを
使用することが可能である(例えば、心エコー検査法を用いる)。漏れが出現しなくなるま
で、閉塞器を追加してゆくことも可能である。別の実施形態では、交連部80を閉じ、漏れ
を防ぐために、自立型の閉塞器を使用することも可能である。閉塞器は、螺旋状アンカー
500の位置決めを行っている間、またはその後に送出されうることにも留意されたい。
【０１２８】
　アンカーの周りの漏れを防ぐための別のオプションは、螺旋状アンカー500の周りで前
弁尖38と後弁尖42とを一緒に近づけることである。図34Cは、僧帽弁弁尖42を通して配置
される弁尖アンカー590を示している。螺旋状アンカー500が、正しい位置にあるときに、
スネアカテーテル580は、緩められ、操縦されて、螺旋状アンカー500の外側に、弁尖38、
42のうちの一方に出される。蛍光透視法および心エコー検査法または他の技術による撮像
で、このステップを補助することができる。補強棒またはカテーテル制御操縦システムは
、カテーテルを操作するうえで役立つ可能性がある。スネアカテーテル580、またはそれ
に関連するカテーテルもしくは内腔も、弁尖アンカー590を送出する。スネアカテーテル5
80は、例えば、単純なダブルルーメンカテーテルであるか、または弁尖アンカー590を送
出するための別のカテーテルを、先端部の近くでスネアカテーテル580に連結することが
できる。
【０１２９】
　一実施形態では、弁尖アンカー590はT字形であり、Tの長いステムおよび短いステムが
挿入時に平行になるように衣類に付けて一般的に使用される布ラベルアンカーのように挿
入される。Tアンカー590は、組織を貫通するために使用される1つの尖った端部を有する
。尖った端部は、カテーテル592に通して送られ、弁尖42内に押し通される。別の実施形
態では、弁尖アンカー590は、円筒形チューブを通して送出され、尖った端部が弁尖組織
を貫通することができる。針状の遠位先端カテーテルが、アンカー590を弁尖組織に通し
て送出するために使用されうる。いかなる場合も、カテーテルは、T字形アンカーが押し
出された後に引き出される。これで、T字形アンカーを弁尖42の心房側に残し、アンカー
のテール594は弁組織を通りカテーテル592内に移動する。
【０１３０】
　弁尖アンカー590が組織を通過した後、これは最初のT字形に戻る。次いで、弁尖アンカ
ー590は、弁組織と同一の平面で引っ張られる。同じプロセスが、図34Dに示されているよ
うに別のアンカー590で他の弁尖38について繰り返される。次いで、個別のアンカー590が
、図34Gに示されているように縫合糸端部またはテール594を一緒に留めることによってき
つく締め上げられる。接続部を強化するために組織縫合糸ロッカー596が使用されうる。
ロッカー596は、プラスチックおよび金属材料の1つまたは複数で構成されうる。褶襞形成
の完了時に、縫合糸のテール594が切断される。
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【０１３１】
　図34Eは、僧帽弁の第2の交連部80の方へ縫合糸接続部602を使用してコイルガイドカテ
ーテル504上で送られる第2のスネアカテーテル600を示している。Tアンカーの褶襞形成プ
ロセスは、前弁尖38および後弁尖42について繰り返される。図34Fは、両方の交連部80に
おける完了した褶襞形成を示している。
【０１３２】
　あるいは、第2の交連部80で褶襞形成を行えるように、螺旋状アンカー500が使用されう
る。螺旋状アンカー500は、前方に押すことによって第2の交連部80に送られうる。螺旋状
アンカー500の端部およびアンカー送出システムに対する正しい位置は、ステム504bの配
置、および蛍光透視、エコー、MR、およびCTを含みうる撮像方法の使用によって示すこと
ができる。螺旋状アンカー500は、弁尖38、42または輪84に褶襞を形成するためにアンカ
ーまたはシステムの送出を行うこと、および位置決めすることの両方を行う。左に示され
ている交連部80上で正しい位置に達した後、固定具またはアンカー590は再び望むとおり
に前弁尖38、後弁尖42、または輪84を通して配置される。次いで、アンカー590が一緒に
係止され、縫合糸のテール594が切断されて、この手技は完了する。交連部の褶襞形成は
、これらの特定のアンカー590を用いて実行されなくてもよいことを再度述べておく。多
くの説明されているシステムはどれも、本開示で説明されている配向および送出の方法お
よびデバイスにと併せて使用することができる。
【０１３３】
　別の実施形態では、アンカーを前弁尖38および後弁尖42のそれぞれに送出する単一のア
ンカーを形成することが可能である。2つのアンカーは縫合糸または弾性材料によって一
緒に保持され、弁尖38、42が螺旋状アンカーと輪との間で近づくように送出後にバネで閉
じるようにすることが可能である。アンカー同士を連結するこの考えは、T字形アンカー
だけに応用されるのではなく、どのようなアンカーにも応用される。
【０１３４】
　螺旋状アンカー500および/またはコイルガイドカテーテル504は、弁尖および/または輪
アンカー590の送出のためのガイドとして使用される。スネアカテーテル580、600は、ア
ンカー590を送出するために使用されうる。スネアカテーテルは、輪84の縁の周りで摺動
するときに螺旋状アンカー500に相乗りすることができる。手術者は、スネアを緩め、次
いで、撮像(蛍光透視法、心エコー検査法、MR、またはCT)を使用して、スネアカテーテル
580、600を螺旋状カテーテル500に関して移動することができる。これは、スネアカテー
テル580、600を交連部80などの正しい場所の方へ移動する。スネア580、600を緩める量は
、アンカー590を配置するのに必要は場所に合わせて調整することができる。例えば、螺
旋状アンカー500と交連部との間の間隙が5mmである場合、手術者は、アンカー590を螺旋
状アンカー500と交連部80との間の中間あたり--螺旋状アンカー500の外側から約2.5mmmの
ところまで送出することを決定することができる。この処置は、撮像システムによって見
ることができる。アンカー590は、一方の弁尖38または42に送出され、次いで他方の弁尖3
8または42に送出されるようにすることが可能である。次いで、弁尖38、42を近づけるこ
とができる。
【０１３５】
　交連部80のところの間隙が大きいか、または第1のアンカーの対590を埋め込むステップ
が弁尖38、42の間の間隙を閉じるのに成功しなかった場合に、複数の位置で弁尖38、42に
一緒に褶襞形成をすることも役立ちうる。弁尖を閉じるのが、自然に成功しなかった場合
、弁尖38、42に向けて輪84に褶襞形成することは、漏れを防ぐのに非常に役立ちうる。こ
れは、アンカー590を交連部80の近くで、または交連部80で輪84内に配置し、それをアン
カー590とともに弁尖38、42に接合することによって単純に達成することが可能である。
【０１３６】
　弁尖38、42を近づけるために考案された方法は多数ある。クリップは、Abbott's eValv
eが先駆者である。アンカーは、必ずしも弁尖組織を貫通しなくてもよい。非貫通アンカ
ーも、すでに説明されている手技において使用することが可能である。イタリア人外科医
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Ottavio Alfieriが先駆者である切端弁尖修復(edge-to-edge leaflet repair)についてEd
wardsがさまざまなアンカーを説明している。Mitralignは、輪内のアンカーの使用につい
て発表している。これらのアンカーまたは好適なアンカーはどれも、交連部を閉じ、弁周
囲逆流を防止する仕事をするために使用することが可能である。
【０１３７】
　これらのオプションは、多くのシステムデバイスおよび方法を弁尖および輪組織に近づ
くために使用できることを示すように説明されている。これらのデバイスおよび方法はど
れも、この送出システムと一体化することが可能である。アンカー590は、螺旋状アンカ
ー500上に載せられるか、またはスネア送出カテーテル580、600とともに運ぶことができ
る。
【０１３８】
　また、弁尖38、42への輪84に褶襞形成することも可能である。アンカー590を、輪84お
よび弁尖38、42内に配置し、交連部80に対して「三角形」の閉鎖部を形成し、漏れを防ぐ
ことが可能である。
【０１３９】
　漏れは、交連部80以外の場所で発生しうる。例えば、割れ目、または弁尖38、42の間の
間隙がある場合が多い。これらの割れ目は、漏れの原因となりうる。螺旋状アンカー500
は、螺旋状アンカー500の周りに近づくと都合がよい場所にアンカー590をガイドするため
に使用されうる。
【０１４０】
　また、弁尖38、42の一部が螺旋状アンカー500の内側に完全には位置しないこともあり
うる。ここに示されている方法、システム、およびデバイスは、漏れを防止し、なくすた
めに使用することができる。例えば、弁尖38、42のセグメントを一緒に折り畳むことによ
って間隙に褶襞形成することが可能である。綿撒糸材料(ポリエステル、ダクロン、PTFE)
または閉塞器デバイス(すでに説明されているような)も使用することが可能である。
【０１４１】
　弁尖、輪、および栓の組み合わせも有用な場合があるこれらはすべて、螺旋状アンカー
およびスネア送出カテーテル580、600と一体化するが可能である。弁尖38、42の下、また
は弁尖38、42の上で1つの平面において同心コイルを使用し、コイルを僧帽弁44に平行な
単一の平面内に置くことも、僧帽弁弁尖38、42を閉じ、弁周囲逆流を防ぐのに役立ちうる
。
【０１４２】
　図34Eは、弁44の心室側から導入されるカテーテル592を使用して実行される褶襞形成を
示している。心房アプローチからも、弁尖38、42、交連部80、または輪84に褶襞形成する
ことは明確に可能である。
【０１４３】
　アンカー送出は、相対的に真っ直ぐなカテーテル592を使用しても示されている。カテ
ーテル592は、Jなどの他の形状を有することも可能である。J字形は、カテーテルの入口
の弁尖38または42の反対側からアンカー590を送出することを可能にする。例えば、J字形
先端部を持つカテーテルは、左室心尖から送出され、左心房46内に導かれるようにするこ
とも可能である。アンカー590は、心室10に向かって心房46から弁尖38または42内に送出
されうる。
【０１４４】
　スネアカテーテルは、アンカー590を送出しなくてもよい。スネアアンカー送出カテー
テルを使用することが可能である。これは、螺旋状アンカー500またはステアカテーテル
に取り付けることが可能である。ダブルルーメンカテーテルは、この目的にふさわしいと
考えられる。スネア送出カテーテルの一方の内腔が螺旋状アンカーに取り付ける取り付け
部を構成することが可能である。他方は、弁尖の褶襞形成を送出するのに役立つ可能性が
ある。ダブルルーメンカテーテルまたは2カテーテルシステムの2つの内腔の端部間に間隙
があるものとしてよい。例えば、内腔間の2.5mmの間隙は、螺旋状アンカーの縁から2.5mm
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のところにある褶襞を形成するのに役立つ可能性がある。多数の固定された間隙が、状況
に応じて利用可能である。例えば、交連部のところの間隙が7mmでありうる場合、間隙が3
.5mmのカテーテルを形成することが可能である。あるいは、さまざまな解剖学的状況に対
応できるように2つの内腔の端部の間の間隙を調整可能なものとすることも可能である。
間隙は、カテーテルの端部の一方の先端部を引っ張ることによって調整することが可能で
あるか、または完全に操縦可能な先端部を形成することが可能である。操縦システムを使
用することで、2つの内腔を固定された距離に保つことが可能になるが、カテーテル全体
を手術者側で操縦することが可能である。
【０１４５】
　コイルガイドカテーテル504のステム504bは、交連部80の場所に対する有用なマーカー
とすることができる。一方のアンカー612を螺旋状部と交連部80との間のガイドカテーテ
ル504のステム504bの外部に送出することが可能である。他方のアンカー612を端部と交連
部80との間のガイドカテーテル504の遠位端のところに送出することができる。
【０１４６】
　次に図34Hおよび図34Iを参照すると、心臓14の僧帽弁位置に弁プロテーゼ630を保持す
るデバイスおよび方法が図示されている。弁プロテーゼ630は、図34Hで僧帽弁位置に配置
されている螺旋状コイル632内に配置する前のものとして図示されている。弁プロテーゼ6
30は、螺旋状アンカー632の曲がりまたはコイル636に対応するスレッドまたは溝634を特
徴とする。弁プロテーゼは、本明細書で説明されているように、望むとおりに他の何らか
の方法で形成されうる。図34Iは、溝634は螺旋状アンカー632と係合している、螺旋状ア
ンカー632によって保持されている弁プロテーゼ630を示している。アンカー632のコイル
と弁プロテーゼ630との嵌合は、僧帽弁弁尖38、42の上で極めて正確であるが、弁尖38、4
2がコイル636とプロテーゼ630との間に固定される場合、この嵌合はそれほど正確でない
。したがって、弁尖38、42の下に配置されている溝634は、コイル636に加えて弁尖の組織
が適合するようにより大きなものとすることができる。プロテーゼ630内の溝634は、コイ
ル636を正確に反映することが可能である。これは、カテーテル上で送出される弁プロテ
ーゼ630が正確にランディングするか、またはコイル636に関して正確に-上方または下方
に-摺動して係止することを最適な形で必要とする。嵌合がスリップせずに成功する可能
性を高めるために、人工弁630内の溝634を大きくし、螺旋状アンカー632に関して弁プロ
テーゼ630の送出の不正確さに対応することが可能である。溝634は、連続するスレッドを
形成することが可能であるか、または溝634は間欠的であるものとすることも可能である
。例えば、プロテーゼ630と係合している螺旋状アンカー632の1/3は、転位を十分防げる
。人工僧帽弁630にそって異なるレベルでセグメントにそって進むコースを辿る溝634のパ
ターンは、同じ効果をもたらすことが可能である。コイル636は、よりランダムに係合し
、さらに確実な接続をもたらすことが可能である。
【０１４７】
　人工僧帽弁630内の溝634は、螺旋状アンカー632のコイル636よりかなり広いものとする
ことが可能である。例えば、螺旋状アンカー632の2つの曲がりが、弁プロテーゼ630内の
単一の溝634内に配置することが可能である。これにより、人工弁630と螺旋状アンカー63
2との間の相互作用をよりランダムなものにし、安全な接続を形成することができる。製
造のため、弁プロテーゼ630は、設計で中に組み込まれた溝付き形状を有することが可能
であるか、または追加のステントもしくは他の材料を人工弁構造に加え得て溝を形成する
ことが可能である。例えば、ステントまたはつぶすことができるチューブを、拡大したと
きに、螺旋状アンカー632のコイル636と係合する溝を形成する人工僧帽弁の縁の周りに螺
旋状に巻き付けることが可能である。人工弁630のステントは、折り重なって(鱗状に重な
って)溝を形成することが可能である。これは、ステントのセグメントを互いの上につぶ
すことによって達成することが可能である。溝634または鱗状の重なりは、連続する溝ま
たは間欠的な溝を含む任意のパターンで配置構成することが可能である。人工弁ステント
の外面上の布コーティングは、螺旋状アンカーと係合するように嵌合構造を形成するため
に使用することが可能である。例えば、溝は、溝を形成するために布カバーを周りに巻き



(44) JP 6049761 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

付けて、人工弁の外側に形成することが可能である。凸凹した表面は、多くの場所で螺旋
状アンカーと係合するように布のセグメントを施すことによって形成することが可能であ
る。例えば、矩形の布を人工弁ステントの外面に加えて、コイルと係合させることが可能
である。
【０１４８】
　別の実施形態では、人工弁ステントは、コイルと係合する場合につぶれることが可能な
隆起部を有することが可能である。これらの特徴部はコイルに合わさり、人工弁をコイル
632に対して係合させるのに役立つ。あるいは、人工僧帽弁ステントのセグメントは、外
向きに移動することが可能である。ニチノールで作られた弁は、螺旋状アンカーの場所に
合わさる、ゆっくりと外向きに移動してざらざらした、または凸凹の表面を形成するセグ
メントを有することができる。あるいは、ニチノールステントはゆっくりと膨脹すること
ができ、膨脹の結果、人工弁をコイルの内側により安全に保持するステントの周りの溝付
きパターンを形成する。ニチノールステントは、その縁がコイルの溝に合わさるように設
計することができる。
【０１４９】
　螺旋状アンカー632は、人工弁630の上または下に延在し、人工弁630の端部と係合する
ことが可能である。螺旋状アンカー632は、さらに修正することが可能である。完全な円
形である代わりに、アンカー632は、人工弁ステント630と係合するように内向きに延在す
るセグメントを持つ一般的に円形の設計を有することが可能である。内向きに曲がるセグ
メントは、上方または下方のバイアスを有することも可能である。あるいは、螺旋状アン
カー632は、ボールとチェーンの連鎖から作ることが可能であり、ボールは人工弁のステ
ントの表面内で相互作用することができる。円以外の拡大も、使用することが可能である
。
【０１５０】
　螺旋状アンカー632または人工弁630の表面、および螺旋状アンカー、ドック、またはプ
ロテーゼなどの、本発明の埋め込まれるコンポーネントのどれかが、摩擦の促進および組
織侵入成長などの、さまざまな目的のために外側被覆またはコーティングを備えることが
できる。例えば、外面は、埋め込まれたコンポーネントのスリップまたは意図しない移動
の発生の可能性を小さくするように粗面化されうる。埋め込まれたコンポーネントは、例
えば、表面をサンドブラストするか、または表面を化学的にエッチングすることによって
粗面化することができる。生体適合物質のスリーブなどのコーティングまたは被覆を追加
することも可能である。これらは、シリコーン、ポリエステル、ウレタン、または他の望
ましい材料を含むことが可能である。本発明の螺旋状アンカーは、人工弁との係合をしや
すくするために布から、またはニチノールもしくはステンレスからすらも形成される他の
摩擦促進および/または組織成長侵入表面を有することが可能である。
【０１５１】
　人工弁ステント630は、一方の端部または両端でフレア状に広がることもできる。これ
は、上または下の転位を防ぐために使用されうる。多くの人工弁がバルーン膨脹し、ステ
ントを膨らませるバルーンは砂時計の形状をとりうるか、または一方の端部のみが弁を膨
脹させるようにフレア状に広がりうる。
【０１５２】
　僧帽弁弁尖の弁尖交連部は、加圧されると閉じる。弁尖にかかっている圧力が縁を一緒
にする働きをするので、弁修復の後に重大な交連部の漏れはめったにない。これらの螺旋
状アンカーの設計は、心室が加圧されたときにそれらがとる位置と同じ位置に弁尖を配置
することによって弁交連部の閉鎖を促すように修正することが可能である。前の図の大部
分における弁尖の下のコイルは、互いの上に「積み重ね」られている、つまり、それぞれ
のコイルは、僧帽弁の平面を考慮したときに僧帽弁からコイルが遠ざかるときに異なる平
面にある。
【０１５３】
　弁尖38、42の下のコイルは、同心上にあることも可能であり、それと同時に、コイルは
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、弁尖の下の比較的同じ平面内に置くことが可能である。それぞれの曲がりの径は、コイ
ルがほぼ同じ平面内にすべて置かれている場合にわずかに広いか、または狭いものとする
ことができる。これは、コイルが僧帽弁44の尖部38、42のすぐ下に置かれることを意味す
る。輪84または弁尖38、42にスプリング力をかけることによって、弁尖38、42は、心室10
が収縮期に加圧されたときにとる閉鎖位置に向かって上方に押し上げられる。スプリング
力は、心房壁46aに当接している弁尖38、42の反対側のコイルに由来するものとすること
ができる。コイルは、製造の際に上方に付勢され(自然僧帽弁弁尖の下側に当接する)、交
連部80で弁尖の付加をさらに促すこともできる。交連部80の閉鎖は、僧帽弁弁尖38、42に
対して圧縮力を発生し、交連部80を閉じるように配置構成された弁尖38、42の上、および
弁尖38、42の下の一連の同心コイルにより最もよく実施されうる。この配置構成において
、弁尖38、42の下のコイルのより小さな直径の曲がりは、人工僧帽弁を保持することがで
きる。より大きな曲がり、またはコイルは、交連部を閉鎖することができる。
【０１５４】
　製造に関して、1つの平面内にすべて置かれている3つの同心の曲がりからなる螺旋状ア
ンカーはよく機能しうる。螺旋状アンカーが弁尖の下に2つの曲がり、および心房壁46aに
当接する1つの曲がりで挿入される場合、スプリング力は、螺旋状アンカーの曲がりを交
連部80の下および上に一緒に引っ張り、交連部80を閉じる傾向を有する。
【０１５５】
　さらに、さらなるコイルを螺旋状アンカーに追加することは単純であり、また手術者が
コイルを適所に押すのも単純である。人工僧帽弁44を保持するコイルで上方のスプリング
力を加えることによって交連部80を閉じるコイルの組み合わせは、最適な構造を備えるこ
とができる。螺旋状アンカーの下のコイルは、弁尖38、42を閉鎖位置に押し上げるコイル
(自然弁の平面に比較的平行なコイル)と弁尖38、42を保持するコイル(自然弁平面に対し
てより垂直である)の一連のコイルからなるものとしてよい。弁尖38、42の上のコイルは
、心房側または心房壁それ自体における弁尖38、42に当接することができる。
【０１５６】
　交連部80を閉じるコイルの使用と、「栓」デバイスおよび方法、弁尖38、42と輪84とに
近づくシステムおよびデバイスとを組み合わせることができる。例えば、輪84の下に配置
されているコイルは、交連部80の領域内のコイル上に位置決めされた栓または閉塞デバイ
スと組み合わせることも可能である。
【０１５７】
　次に図34J～図34Lを参照すると、本発明による螺旋状アンカー650の代替的実施形態が
示されている。上で概要を述べたように、螺旋状アンカー650は、被覆(例えば、布)など
の組織成長侵入表面であってもよい被覆650a、またはコーティングもしくはスリーブ、ま
たは単純に、表面処理を含む。本明細書で説明されているオプションは、埋め込みプロセ
スおよび/または埋め込み後手技の質を改善することを目的として使用されうる。図34Jは
、左心房46内の僧帽弁44の上に1つの曲がり652を有する螺旋状アンカー650を示し、これ
は弁44に近い心房壁46aを圧迫する。2つの曲がり654、656は、弁尖38、42の下に入り、弁
尖を上方に押して、前弁尖38および後弁尖42の縁を一緒にして、図34Kに示されているよ
うに交連部80を閉じる。これは、人工僧帽弁が固着された後の弁周囲逆流を防ぐ。螺旋状
アンカー650の周上にコイルを追加することで、弁プロテーゼがアンカー650の中心に位置
決めされることが確実になされる。これは、弁プロテーゼがアンカーから何らかの形で滑
るか、または転位を生じる可能性があるため、弁プロテーゼが患者の自然僧帽弁輪84より
実質的に小さいときに特に有利である。僧帽弁位置に挿入する前に、螺旋状アンカー650
は、1つの平面内に平坦に置かれうる。したがって、埋め込まれた後、僧帽弁弁尖38、42
を上方に一緒に押すアンカー650によってスプリング力がかけられる。別の実施形態では
、アンカー650が、僧帽弁位置に挿入される前に、輪84の下に置かれている2つの曲がり65
4、656が弁尖38、42の上に示されている曲がりまたはコイル652より高い位置に自然に位
置決めするように配置構成されるように製作された場合になおいっそう大きなスプリング
力が印加されうる。挿入時に、コイル654、656は、心室10内に、また腱索48の周りに螺旋
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を描くように最初に導かれ、次いで、最終の1巻きのまたは2巻き以上のコイル652が弁44
の上側に送出される。下側コイル654、656は、その通常位置(コイル652の上)の方へ移動
するので、図34Jに示されているようにコイル654、656によって上方に圧縮力が印加され
る。図34Lは、下側コイル654、656によって僧帽弁弁尖38、42上に加えられる上方力を示
す図34Kの直線34L-34Lにそって取った断面である。輪84の上のアンカーの第2のコイル660
の一部が図示されている。
【０１５８】
　付録Aが添付されており、本明細書の一部をなす。付録Aは、本発明の実施形態により製
作され、本明細書で説明されているような僧帽弁プロテーゼドッキングに使用される螺旋
状アンカーの例を示すプロトタイプ1から8のカタログである。それぞれのプロトタイプの
螺旋状アンカーは、それぞれの上面および側面の写真、さらには埋め込み後の前および僧
帽弁後弁尖(下方に湾曲する線で表される)に関する螺旋状コイル構成の側断面線図で表さ
れている。
【０１５９】
　螺旋状アンカーを伴う他の実施形態において、本発明による代替的構成が使用されうる
。例えば、弁尖38、42の上の螺旋状アンカーのコイルのうちのいくつかは、弁尖38、42と
接触し、弁尖38、42の上の螺旋状アンカーのコイルのうちのいくつかは、心房壁46aと接
触しうる。コイルの数および接触の順序は、変えることが可能である。例えば、コイルは
、弁尖38、42との接触と心房壁46aとの接触との間で交互することもできる。あるいは、
弁尖の上の螺旋状アンカーのコイルのうちのいくつかは、弁尖38、42と接触せずに弁プロ
テーゼを保持し、弁尖38、42の上のコイルのうちのいくつかは、心房壁46aと接触しうる
。心房壁46aと接触しているコイルは、僧帽弁44から遠ざかるように上方に、または僧帽
弁44に近い心房壁46aと接触するように下方に通ることも可能である。一実施形態では、
コイルは、弁プロテーゼを保持するコイルの外側と接触し、二重コイルを形成するように
下方に通ることができる。二重コイルの利点として、螺旋状アンカーの構造強度の改善お
よびコイルの血栓形成または塞栓の危険性の低減が挙げられる。
【０１６０】
　螺旋状アンカーを伴うさらなる実施形態において、アンカーのコイルは、閉塞器デバイ
スのためのキャリアであってよい。例えば、綿撒糸またはAmplatzerデバイスは、コイル
上に通され、漏れが発生する可能性のある位置に移動されるようにすることが可能である
。閉塞材料も、コイルの間に位置決めすることが可能である。前および後弁尖38、42を一
緒に近づけるためのすでに説明されているデバイス、システム、および方法は、そのよう
な閉塞と併せて使用することができ、それにより漏れ抵抗を改善することができる。
【０１６１】
　他の実施形態では、説明されているようなデバイスおよびシステムは、心房46、心室10
、もしくは大動脈18から、または左心房46内に送出される、または大動脈弁22から左心室
10内に逆行する、カテーテルからの心臓切開または穿刺アプローチを使用して導入するこ
とができる。同様に、システムは、開いている胸部内で心房46内に、または心尖部閉塞器
により心尖6を介して経皮的に導入されうる。あるいは、導入は、他の手段を使って、例
えば、心臓14内の小切開を通じて行うことができる。
【０１６２】
　それに加えて、説明されているようなデバイスおよびシステムは、大動脈18を介して一
部だけまたは完全にアプローチを使用して導入されうる。コイルガイドカテーテルまたは
送出カテーテルは、周辺位置(鼠径部、肩領域、または腕/手首)または中央大動脈位置か
ら大動脈弁22に送ることができる。これらの進入アプローチはすべて、大動脈弁22および
冠状動脈に接近するために一般的に臨床的に使用される。次いで、コイルガイドカテーテ
ルまたは送出カテーテルは、大動脈弁22を横切って左心室10内に送り込まれうる。次いで
、すでに説明されているデバイス、システム、および方法を採用し、左心室10からのアプ
ローチを使用して僧帽弁プロテーゼを埋め込むことができる。本明細書で説明されている
補助具(例えば、スネアカテーテル、把持具など)も、大動脈18を経由して導入することが
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できる。螺旋状アンカーまたはステントドック送出の経路(例えば、経中隔、経心室、経
大動脈)が、弁プロテーゼ送出の経路(例えば、経中隔、経心室、経大動脈)と併せて使用
することができる。
【０１６３】
　一実施形態では、把持具は、縫合糸またはスレッドによって螺旋状アンカーの端部に接
続することができる。縫合糸またはスレッドは、縫合糸で一般的に使用されているポリプ
ロピレンなどのプラスチック材料、または縫合糸に編み込まれることの多いポリエステル
のような別の合成材料を含みうる。縫合糸は、摺動させて把持具内の開口に通し、アンカ
ーの端部まで導くことによって把持具を螺旋状アンカーの端部につなぐ。手技の終了時に
、縫合糸が切断されうる。把持具は、この目的のためにハサミを組み込んでいるか、また
は別の道具で縫合糸を剪断することができる。別の実施形態では、縫合糸を螺旋状アンカ
ーの端部の上に巻き付け、解放するには強く引くというようにすることも可能である。螺
旋状アンカーの端部は、好ましくは拡大されたボール形状を特徴とするが、縫合糸を通す
開口を備えることができ、縫合糸は圧接または接着によって保持されうる。手技の後、縫
合糸を切断するか、または強く引くことが可能である。把持具で縫合糸を取り外すための
有益な操作方法は、ボールの端部に置かれるように縫合糸の上に把持具を摺動させること
である。次いで、把持具を回転させて、ボールの内側から縫合糸を強く引き、取り外すこ
とができる。また、把持具と螺旋状アンカーの端部との間の接続または連結が堅くならな
いようにし、縫合糸の使用を避けることが望ましい場合もある。その代わりに、そのよう
な自在継手などの枢動する継手が望ましい場合もある。
【０１６４】
　コイルガイドカテーテルについて考慮すべきいくつかの重要な寸法がある。第1の寸法
は、ガイドの遠位先端部とガイドのステムもしくは直線部との間の距離である。この距離
は、コイルガイドカテーテルのステムが一方の交連部に通されるときに、コイルガイドカ
テーテルの遠位先端部が他方の交連部で静止するように僧帽弁輪の直径または交連部の間
の距離にほぼ等しくなるように構成されうる。これは、システムが弁の内側の中心に来る
ように把持具がステムの反対側の交連部のところで僧帽弁も通過することを意味している
。また、これは、僧帽弁弁尖に関してアンカー送出の開始点に対する明確な配向も行う。
コイルガイドカテーテルの先端部は、交連部が螺旋状アンカーの始まりを確実に受け入れ
るように交連部の近くにある。僧帽弁の交連部は、心エコー検査法で比較的識別しやすく
、コイルガイドカテーテルのステムおよび把持具は、これにより、僧帽弁の反対側の交連
部を通過しているように識別されうる。この解剖学的ランドマークを使用することによっ
て、手術者は、自分が交連部のところの僧帽弁弁尖の下に螺旋状アンカーを押しているこ
とを確認することができる。この単純な関係により、アンカーの正しい配置が比較的容易
に行える。ステムおよび把持具が、交連部を通過しない場合、コイルガイドカテーテルは
、そうするように回転されうる。向きは、交連部のところでなくてもよいことは理解され
る。弁にそった任意の点が選択されうるが、交連部は、非侵襲的撮像により特に識別が容
易である。手術者が、交連部と異なる地点でアンカーを導入することを望んでいる場合、
僧帽弁輪に関するステムおよび把持具の位置を弁と比較して、アンカーの入口点を正確に
位置決めすることができる。
【０１６５】
　コイルガイドカテーテルに対する別の重要な寸法は、曲線の最も広い点からコイルガイ
ドカテーテルの先端部をコイルガイドカテーテルのステムの遠位端につなぐ直線までの距
離である。この寸法は、コイルガイドの湾曲部(概してまたはおおよそ僧帽弁輪の経路を
辿る)が心臓の基部上の自然僧帽弁の端部を超えて置かれるように調整されうる。次いで
、手術者は、心エコー検査法のガイドで交連部のところの心臓の内側の適所にコイルガイ
ドカテーテルを配置し、次いで、左心房壁と同一平面となるまでコイルガイドカテーテル
を引き戻すことができる。これは、手術者に触覚位置決めを知らせ、コイルガイドカテー
テルの深さを正確に調整することを可能にする。視覚的に、蛍光透視法または心エコー検
査法の例では、停止は、心房壁に当たったときにコイルガイドカテーテルのわずかな移動
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で認識することができる。自然僧帽弁から遠ざかるときに左心房のわずかに上向きの湾曲
があるので、この湾曲部上のコイルガイドカテーテル内の上方の湾曲は、心臓の形状を辿
るうえで有益な場合がある。
【０１６６】
　本発明は好ましい実施形態の記述により例示され、またこれらの実施形態はある程度詳
細に記述されているが、付属の請求項の範囲をそのような詳細に制限するか、またはどの
ような形であれ限定することは出願人の意図するものではない。追加の利点および修正点
は、当業者に容易にわかるであろう。本発明のさまざまな特徴および概念は、手術者の必
要条件と選好に応じて単独で、または組み合わせて使用することができる。これは、現在
知られているように本発明を実施する好ましい方法と併せた、本発明の説明であった。し
かし、本発明それ自体は、付属の請求項によってのみ定められるべきである。
【符号の説明】
【０１６７】
　　2　導入器
　　6　心尖
　　10　左心室
　　10a　心室壁
　　14　心臓
　　18　大動脈
　　22　大動脈弁
　　26　右心室
　　30　ガイドワイヤ
　　34　内腔
　　38　前弁尖
　　42　後弁尖
　　44　自然僧帽弁
　　46　左心房
　　46a　心房壁
　　48　腱索
　　56、60　乳頭筋
　　64　送出カテーテル
　　68　コイルガイドカテーテル
　　72　螺旋状アンカー
　　80　僧帽弁交連部
　　84　弁周または輪
　　88　ステム
　　92　U字形部分
　　96　内腔
　　100　先端部
　　104　下側コイル
　　108　上側コイル
　　108a、108b　コイル
　　120　プロテーゼ
　　122、124　人工弁尖
　　126　ステント構造
　　130　螺旋状アンカー
　　132　下側コイル
　　134　上側コイル
　　140　アンカー
　　142、144　コイル
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　　146　接続セグメント
　　150　螺旋状アンカー
　　152　曲がり
　　154　間隙
　　156　コイル
　　160　螺旋状アンカー
　　162　テール状延長部
　　164　下側コイル
　　164a、164b　コイル
　　180　送出装置
　　182　外部鞘
　　184　内部シャフト
　　186　収束先端部
　　190　螺旋状アンカー
　　192　コイル
　　192a　コイル
　　194　固着アーム
　　194a、194b　ワイヤ部分
　　200　送出カテーテル
　　202　内腔
　　210　右心房
　　212　下大静脈
　　214　上大静脈
　　220　周カフ
　　222　固定端部
　　224　自由端部
　　232　のフック
　　230　ステントドック
　　234　鎖線または軸
　　236　頂点
　　238　一番下側のセル
　　239　ステントドック
　　240　ステントドック
　　242　両面フック
　　244　セル
　　250　フック
　　252　蛇行ワイヤ
　　254　曲がり
　　256　中央保持ワイヤ
　　260　ワイヤ
　　262　フック
　　264　外殻または中空構造物
　　266　開口
　　270　V字形部分
　　280　ステントドック
　　280a　心房部分
　　280b　弁固着部分
　　284　心室フック
　　290　ストラット
　　292　平面
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　　302　カテーテル
　　304　心房中隔
　　310　コイルガイドカテーテル
　　312　ステム
　　314　U字形部分
　　316　下側コイル
　　320　螺旋状アンカー
　　322　上側コイル
　　330　螺旋状アンカー
　　332a　曲がり
　　340　コイルガイドカテーテル
　　340a　遠位先端部
　　342　ステム
　　344　U字形部分
　　346　下側コイル
　　348　上側コイル
　　350　ステントドック
　　350b　弁保持部分
　　352　カテーテル
　　354　送出カテーテル
　　356　フック
　　360　弁プロテーゼ
　　362、364　人工弁尖
　　370　螺旋状アンカー
　　372　大動脈ガイドワイヤ
　　374　位置決め用螺旋部
　　376　内腔
　　378　導入器
　　380　コイルガイドカテーテル
　　380a　遠位先端部
　　382　ステム
　　384　U字形部分
　　390　コイル
　　400　螺旋状アンカー
　　402　位置決め用螺旋部
　　404　カテーテル
　　406　コイルガイドカテーテル
　　408　ステム
　　410　U字形部分
　　420　螺旋状アンカー
　　420a　先端部
　　422　ガイドワイヤ
　　428　コイルガイドカテーテル
　　430　引き紐
　　432　中央内腔
　　436　ステム
　　438　第2の湾曲部
　　440　結び目
　　442　コイルまたは曲がり
　　444　曲がり
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　　450　螺旋状アンカー
　　452　スネア
　　454　カテーテルまたはチューブ
　　456　コイルガイドカテーテル
　　460　先端部
　　470　コイルガイドカテーテル
　　472　螺旋状アンカー
　　474　コイルガイドカテーテルのステム
　　476　遠位端
　　478　第2の湾曲部
　　480　湾曲部
　　482　先端部
　　490　螺旋状アンカー
　　490a　内腔
　　492　ガイドワイヤ
　　494　コイルガイドカテーテル
　　500　螺旋状アンカー
　　502　把持具
　　504　コイルガイドカテーテル
　　504a　末端部
　　504b　ステム
　　504c　U字形部分
　　506　端部
　　508、510　顎部
　　512　U字形曲がり
　　520　代替的把持具
　　522、524　顎部
　　526　カテーテル
　　530、532　コイル
　　534、536　コイル
　　540　コイルガイドカテーテル
　　542、544　顎部
　　560　コイルガイドカテーテル
　　564　膜延長部
　　570　U字形部分
　　572　螺旋状アンカー
　　580　スネアカテーテル
　　582　縫合糸
　　584　結び目
　　590　弁尖アンカー
　　592　カテーテル
　　594　テール
　　596　組織縫合糸ロッカー
　　600　第2のスネアカテーテル
　　612　アンカー
　　630　弁プロテーゼ
　　632　螺旋状コイル
　　634　スレッドまたは溝
　　636　コイル
　　650　螺旋状アンカー
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　　650a　被覆
　　652　曲がり
　　654、656　曲がり
　　660　第2のコイル
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