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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体内でプロテーゼを拡張するためのシステムであって、
　形状記憶材料を備えているプロテーゼであって、該プロテーゼは、体内の所望の部位に
おいて減少した直径の送達状態から拡張することを妨げられないように、該所望の部位に
送達されるように構成されており、ここで、該プロテーゼはさらに、第１のセグメント、
第２のセグメントおよび該第１のおよび第２のセグメントと一体化された中間セグメント
を備え、ここで、該第１のおよび第２のセグメントは、該中間セグメントの反対端に接続
される、プロテーゼと、
　該第１のセグメントを通過させられる電流が該第２のセグメントを通過させられる電流
から独立するように該プロテーゼを通過させられる電流であって、ここで、該プロテーゼ
を通過させられる該電流が、該プロテーゼの温度を人間の体温より上昇させ、該形状記憶
材料の相を変化させ、それによって、該プロテーゼを該減少した直径の送達状態から拡張
された直径の状態に拡張し、ここで、該第１のおよび第２のセグメントを通過させられる
該電流が、該中間セグメントを通過して該プロテーゼから流れ出る、電流と、
　該プロテーゼの該温度を該人間の体温に減少させるための手段と
　を備え、該プロテーゼは、該プロテーゼの該温度を減少させた後に、該拡張された直径
の状態を維持するように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記プロテーゼを通過させられる、温度を上昇させる電流は、前記形状記憶材料の前記
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相をマルテンサイト状態からオーステナイト状態に変化させるように構成されている、請
求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記プロテーゼは、動脈瘤の開口部の上に該プロテーゼの位置を決められるように構成
されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記動脈瘤内に送達されるように構成されたプロテーゼコイルをさらに備える、請求項
３に記載のシステム。
【請求項５】
　人間の体内に配置するプロテーゼであって、
　第１の相である間に減少した直径の送達形状を有し、第２の相である間に拡張した直径
の形状を有する、管状のプロテーゼ本体であって、ここで、該プロテーゼはさらに、第１
のセグメント、第２のセグメントおよび該第１のおよび第２のセグメントと一体化された
中間セグメントを備え、ここで、該第１のおよび第２のセグメントは、該中間セグメント
の反対端に接続される、プロテーゼ本体；および
　該第１のセグメントを通過させられる電流が該第２のセグメントを通過させられる電流
から独立するように該プロテーゼを通過させられる電流であって、ここで、該第１のおよ
び第２のセグメントを通過させられる該電流が、該中間セグメントを通過して該プロテー
ゼから流れ出る、電流；
を備え、
　該第１の相から該第２の相への遷移は、人間の体温より高い温度で起り、
　該第２の相から該第１の相への遷移は、該人間の体温より低い温度で起る、プロテーゼ
。
【請求項６】
　前記プロテーゼ本体は、形状記憶材料を備えている、請求項５に記載のプロテーゼ。
【請求項７】
　前記第１の相はマルテンサイト状態であり、前記第２の相はオーステナイト状態である
、請求項５に記載のプロテーゼ。
【請求項８】
　前記プロテーゼは、３７℃より高い、活性オーステナイト開始温度および活性オーステ
ナイト終了温度をさらに含む、請求項５に記載のプロテーゼ。
【請求項９】
　前記活性オーステナイト終了温度は、約４０℃～約５５℃の範囲内である、請求項８に
記載のプロテーゼ。
【請求項１０】
　体に入る形状の送達ツールと、
　該送達ツールに取り外し可能に配置されたプロテーゼであって、ここで、該プロテーゼ
は、第１のセグメント、第２のセグメントおよび該第１のおよび第２のセグメントと一体
化された中間セグメントを備え、ここで、該第１のおよび第２のセグメントは、該中間セ
グメントの反対端に接続される、プロテーゼと、
　該第１のセグメントを通過させられる電流が該第２のセグメントを通過させられる電流
から独立するように該プロテーゼを通過させられる電流であって、ここで、該第１のおよ
び第２のセグメントを通過させられる該電流が、該中間セグメントを通過して該プロテー
ゼから流れ出る、電流と
　を備え、
　該プロテーゼは、減少した直径の送達形状記憶構成と拡張した直径の記憶形状構成とを
含み、該プロテーゼは、体内の所望の部位への該プロテーゼの送達後に、約３７℃より高
い温度で該減少した直径の送達形状記憶構成から該拡張した直径の記憶形状構成に変化す
る、
　プロテーゼ送達システム。
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【請求項１１】
　前記プロテーゼに接続された第１の端部および電源に接続された第２の端部を有する複
数のワイヤをさらに備えている、請求項１０に記載のプロテーゼ送達システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本出願は、２００７年６月２５に出願された、名称が「Ｓｅｌｆ－Ｅｘｐａｎｄｉｎｇ
　Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ」である米国仮出願第６０／９４６，１０１号の利益を主張し、
該仮出願は、本明細書に参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　より一般的にはステントと呼ばれる体内プロテーゼは、広範囲の医学状態の治療のため
に、当該分野において公知である。概して、体内プロテーゼは、より小さい直径構成から
より大きい直径構成に拡張され得る円筒形デバイスからなる。より小さい直径構成は、患
者のしばしば曲がった管腔を通って体内プロテーゼを前進させることを容易にし、一方、
拡張された直径構成は、患者の管腔の壁に対して圧し、しばしば、プロテーゼを固定する
ことおよび管腔の開通性を回復することの両方を行う。
【０００３】
　多くの体内プロテーゼデバイスは、その拡張の方法に従って分類され得る。一部のデバ
イスは、体内プロテーゼの内側表面に外側に向かう放射状の力の活動によって拡張される
。例えば、体内プロテーゼは、バルーンカテーテルの収縮したバルーンの上に圧縮される
かまたは圧着され得る。体内プロテーゼが所望の目標領域に位置を決められるとき、バル
ーンは、膨張させられ、体内プロテーゼを拡張させる。
【０００４】
　他の体内プロテーゼデバイスは、自己拡張であり、従って、圧縮された後に拡張位置に
戻る。例えば、一部の自己拡張体内プロテーゼは、ニチノール（Ｎｉ－ＴＩ合金）などの
形状記憶合金から構成される。形状記憶材料は、デバイスが送達カテーテル内で圧縮され
ることを可能にするが、患者の管腔内で解放されたとき、スプリングのように直径が拡張
することを可能にする。一部の用途に対して、自己拡張体内プロテーゼは、バルーン拡張
可能デバイスより優れていると考えられる。なぜなら自己拡張デバイスは、送達機構の精
巧さがより少なくてすみ（例えば、膨張可能バルーンなし）、しばしば、配置後に（例え
ば、押しつぶされるかまたはそうでなければ、永続的に変形されることによって）損傷さ
れる可能性がより低い。従来技術の形状記憶デバイスの例は、Ｊｅｒｖｉｓへの特許文献
１およびＳａｋａｍｏｔｏらへの特許文献２に見られ得、これらの特許文献の内容は、本
明細書に参考として援用される。
【０００５】
　しかしながら、自己拡張体内プロテーゼデバイスの送達システムは、その欠点がないこ
とではない。例えば、一般的な送達システムは、格納式シースを有するカテーテルを含む
。体内プロテーゼデバイスは、カテーテルの遠位端における減少した直径の領域に事前に
装填される。格納式シースは、デバイスの上に位置を決められ、格納式シースの直径が拡
張することを防ぐ。デバイスが所望の目標部位に到達すると、ユーザは、外側シースを格
納させ、自己拡張デバイスを解放する。しかしながら、自己拡張力は、デバイスがシース
から横にはねて出るようにし得、所望の目標領域を失うことがある。さらにデバイスは、
シースの壁内に埋め込まれる傾向があり得、デバイスの損傷またはデバイスが動けなくな
るという結果になり得る。さらなる送達システムの詳細は、特許文献３および特許文献４
に見出され得、これらの特許文献の内容は、本明細書に参考として援用される。
【０００６】
　従って、先行技術の不利な点を克服した自己拡張体内プロテーゼに対するニーズがある
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。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第４，６６５，９０５号明細書
【特許文献２】米国特許第４，９２５，４４５号明細書
【特許文献３】米国特許第４，５８０，５６８号明細書
【特許文献４】米国特許第４，７３２，１５２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　（発明の目的および概要）
　従来技術の不利な点を克服することが本発明の目的である。
【０００９】
　患者内でプロテーゼをより予測可能に解放し得るプロテーゼ送達システムを提供するこ
とが本発明の別の目的である。
【００１０】
　患者内でプロテーゼの送達中の望まない複雑性を減少させるプロテーゼ送達システムを
提供することが本発明の別の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、例えば、以下を提供する：
（項目１）
　体内でプロテーゼを拡張する方法であって、
　形状記憶材料を備えているプロテーゼを提供することと、
　体内の所望の部位に該プロテーゼを送達することと、
　該プロテーゼの温度を人間の体温より上昇させ、該形状記憶材料の相を変化させ、それ
によって、該プロテーゼを拡張された状態に拡張することと、
　該拡張された状態を維持しながら、該プロテーゼの該温度を該人間の体温に減少させる
ことと
　を包含する、方法。
（項目２）
　上記プロテーゼを拡張することは、該プロテーゼの直径を拡張することをさらに包含す
る、項目１に記載の方法。
（項目３）
　上記温度を上昇させることは、上記形状記憶材料の上記相をマルテンサイト状態からオ
ーステナイト状態に変化させることをさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目４）
　上記プロテーゼを拡張された状態に上記拡張することは、該プロテーゼの第１のセグメ
ントを拡張することと、該プロテーゼの第２のセグメントを拡張することとをさらに包含
する、項目１に記載の方法。
（項目５）
　上記プロテーゼを上記拡張することは、該プロテーゼに隣接して熱を生成することをさ
らに包含する、項目１に記載の方法。
（項目６）
　上記プロテーゼを上記拡張することは、該プロテーゼを用いて熱を生成することをさら
に包含する、項目１に記載の方法。
（項目７）
　上記プロテーゼを体内の所望の部位に上記送達することは、
　動脈瘤を捜し出すことと、
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　該動脈瘤の開口部の上に該プロテーゼの位置を決めること
　をさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目８）
　形状記憶材料を備えているプロテーゼを上記提供することは、その後、上記動脈瘤内に
プロテーゼコイルを送達することが続く、項目１に記載の方法。
（項目９）
　体内に配置するプロテーゼであって、
　第１の相である間に第１の所定の形状を有し、第２の相である間に第２の所定の形状を
有する、プロテーゼ本体を備え、
　該第１の相から該第２の相への遷移は、人間の体温より高い温度で起り、
　該第２の相から該第１の相への遷移は、該人間の体温より低い温度で起る、プロテーゼ
。
（項目１０）
　上記プロテーゼ本体は、形状記憶材料を備えている、項目９に記載のプロテーゼ。
（項目１１）
　上記第１の相はオーステナイト状態であり、上記第２の相はマルテンサイト状態である
、項目９に記載のプロテーゼ。
（項目１２）
　上記プロテーゼは、３７℃より高い、活性オーステナイト開始温度および活性オーステ
ナイト終了温度をさらに含む、項目９に記載のプロテーゼ。
（項目１３）
　上記活性オーステナイト終了温度は、約４０℃～約５５℃の範囲内である、項目１２に
記載のプロテーゼ。
（項目１４）
　上記プロテーゼ本体は、第１のセグメントと第２のセグメントとをさらに備え、該第１
のセグメントは、該第２のセグメントに対して独立して拡張可能である、項目９に記載の
プロテーゼ。
（項目１５）
　上記プロテーゼは内部の直径を有する管状の形状をさらに備え、該直径は、上記第１の
所定の形状中に第１の長さを有し、上記第２の所定の形状中に第２の増加した長さを有す
る、項目１４に記載のプロテーゼ。
（項目１６）
　体に入る形状の送達ツールと、
　該送達ツールに取り外し可能に配置されたプロテーゼと
　を備え、
　該プロテーゼは、第１の形状記憶構成と第２の記憶形状構成とを含み、該プロテーゼは
、約３７℃より高い温度で該第１の形状記憶構成から該第２の記憶形状構成に変化し、
　該送達ツールは、該体内で該プロテーゼを選択的に加熱する、プロテーゼ送達システム
。
（項目１７）
　上記送達ツールに配置された少なくとも１つの加熱要素をさらに備えている、項目１６
に記載のプロテーゼ送達システム。
（項目１８）
　上記プロテーゼは、複数の独立して拡張可能な領域をさらに備え、上記送達ツールは、
複数の個々に作動可能なヒータをさらに備えている、項目１６に記載のプロテーゼ送達シ
ステム。
（項目１９）
　上記複数の独立して拡張可能な領域の各々は、上記複数の個々に作動可能なヒータのう
ちの１つの対応するヒータの上に配置される、項目１８に記載のプロテーゼ送達システム
。
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　本発明は、選択的に拡張され得るプロテーゼを提供することによってこれらの目的を達
成するように努める。一好ましい実施形態において、プロテーゼは、平均体温より高い温
度に加熱されたとき拡張する形状記憶材料から構成される。プロテーゼの内部に位置を決
められるヒータが起動されたとき、プロテーゼの形状記憶材料は所定の形状に拡張する。
【００１２】
　別の好ましい実施形態において、電流が電気リード線を有するプロテーゼに直接供給さ
れ、プロテーゼの本体自体が熱くされ、それによって直径が拡張させられる。一旦拡張さ
れると、電気リード線は、プロテーゼから切り離され、患者から取り外される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の好ましい実施形態に従うプロテーゼ配置システムの分解斜視図
を示す。
【図２】図２は、図１のプロテーゼ配置システムの組立斜視図を示す。
【図３】図３は、本発明の別の好ましい実施形態に従うプロテーゼ配置システムの斜視図
を示す。
【図４】図４は、本発明の好ましい実施形態に従う例示の形状記憶材料の示差走査熱分析
（ＤＳＣ）を示す。
【図５】図５は、動脈瘤を治療する際に用いられる図１のプロテーゼの側面図を示す。
【図６】図６は、動脈瘤を治療する際に用いられるプロテーゼコイルを有する、図１のプ
ロテーゼの側面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（発明の詳細な説明）
　図１および図２を参照すると、本発明の好ましい実施形態に従うプロテーゼ配置システ
ム１００が示される。この配置システム１００は、ヒータ１１０を起動することによって
患者の管腔内に選択的に拡張され得るプロテーゼ１０２（例えば、ステント）を含む。そ
の構成のために、プロテーゼ１０２は、所定の温度に加熱されたとき直径が拡張し、患者
の体温で拡張されたままである。この点において、配置システム１００は、ユーザが患者
内でプロテーゼ１０２の直径が拡張する時を決定することを可能にする。
【００１５】
　好ましくは、プロテーゼ１０２は、ニチノールなどの形状記憶材料から構成され、ニチ
ノールは、マルテンサイト状態からオーステナイト状態に相を変化させる。マルテンサイ
ト状態において、プロテーゼ１０２は、患者内の蛇行した脈管を通ってプロテーゼ１０２
を送達するとき特に有用であり得るじん性を維持する。オーステナイト状態において、プ
ロテーゼ１０２は、より堅くなりながら、より大きい所定の形状に直径が拡張する。
【００１６】
　図４を参照すると、例示的な膨張式ロープは形状記憶材料の示差走査熱分析（ＤＳＣ）
グラフが示される。形状記憶材料のマルテンサイト状態からオーステナイト状態までの変
態温度範囲は、活性（ａｃｔｉｖｅ）オーステナイト開始温度（ＡＳ）から開始し、活性
オーステナイト終了温度（ＡＦ）で完了する。同様に、オーステナイト状態からマルテン
サイト状態までの変態温度範囲は、活性マルテンサイト開始温度（ＭＳ）から開始し、活
性マルテンサイト終了温度（ＭＦ）で完了する。図に見られるように、オーステナイト温
度範囲は、概して、マルテンサイト温度範囲より高い。
【００１７】
　従来技術の典型的な自己拡張ステントは、３７℃以下のＡＦを有し、ステントが、患者
内の所望の目標部位に送達されたとき、拡張することを確実にする。しかしながら、本発
明に従う好ましい実施形態のプロテーゼは、ＭＦおよびＭＳが３７℃未満のまま、３７℃
を超えるＡＳおよびＡＦを有する。従って、プロテーゼ１０２は、それが柔軟性のあるマ
ルテンサイト状態で目標部位に送達され、拡張されたオーステナイト状態（例えば、より
大きい直径を有する事前設定の形状）への遷移まで加熱され、次いで、プロテーゼが拡張
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されたオーステナイト状態のままである３７℃に冷えることを可能にされ得る。換言する
と、プロテーゼ１０２は、単に加熱することによって選択的に拡張され得る。
【００１８】
　所望の遷移温度は、例えば、インゴット活性温度からかまたは熱処理によってのいずれ
かで得られ得る。
【００１９】
　好ましくは、ＡＦは、３７℃を超え、より好ましくは、約４０℃～約５５℃の範囲内で
ある。例えば、プロテーゼ材料のＡＳは約４５℃であり、ＡＦは約５５℃である。
【００２０】
　図１の分解図に最も良く見られるように、送達システム１００は、高い抵抗の材料であ
って、電流がそこを通過すると熱を生成する材料から構成されるヒータ１１０を含む。図
２は、拡張されていないプロテーゼ１００の内部に位置を決められるヒータ１１０の組立
図を示す。プロテーゼ１０２が患者内の所望の目標部位に位置を決められたとき、ユーザ
は、ヒータ１１０に電流を印加し、ヒータ１１０および従ってプロテーゼ１０２の温度を
上昇させる。プロテーゼ１０２がＡＦ温度に達すると、プロテーゼ１０２は、患者の管腔
の壁に対して直径が拡張する。従って、ユーザはまず、管腔における所望の部位にプロテ
ーゼ１０２の位置を決め、次いで、プロテーゼ１０２を拡張させ得る。さらに、ユーザが
プロテーゼ１０２の最初の位置に不満である場合、プロテーゼ１０２は、拡張の前に再捕
捉され、より望ましい部位に再配置され得る。
【００２１】
　本好ましい実施形態において、プロテーゼ１０２は、第１のセクション１０４と、中間
セクション１０６によって接続される第２のセクション１０８とを含む。第１のセクショ
ン１０４および第２のセクション１０８は、好ましくは、軸方向および放射状に相互に接
続するセグメントから構成されるが、中間セクション１０６は、各セクション１０４およ
び１０８が互いに独立して拡張することを可能にする軸方向のみに配置される部材１０５
を含む。好ましくは、中間セクション１０６は、第１のセクション１０４および第２のセ
クション１０８と一体化され、従って第１のセクション１０４および第２のセクション１
０８と同じ材料である。しかしながら、中間セクション１０６はまた、ポリマーなどの異
なる材料から構成され、２つのセクション１０４および１０８の独立した拡張をさらに容
易にし得る。
【００２２】
　ヒータ１１０は、セクション１０４および１０８内にそれぞれ位置を決められる第１の
加熱コイル１１２および第２の加熱コイル１１４の形態の一致したセグメントを有する。
ワイヤ１１６および１１８は、第１の加熱コイル１１２に電流を供給し、一方、ワイヤ１
２０および１１８（コイル１１２および１１４の両方に電気的に接続される）は、第２の
加熱コイル１１４に電流を提供する。従って、各コイル１１２および１１４は、他方に独
立して加熱され得、このことは、最終的にプロテーゼ１０２の各セクション１０４および
１０８が互いに独立して拡張させられることを可能にする。類似の加熱機構のさらなる考
察は、米国特許出願公開第２００６／００５２８１５号に見出され得、該公開の内容は、
本明細書に参考として援用される。
【００２３】
　好ましくは、ヒータ１１０は、プロテーゼ１０２の形状記憶材料の遷移温度に等しいか
またはその温度より高い温度に到達するのに十分な電流が提供される。しかしながら、熱
の最高温度および継続時間が患者の管腔に対するさらなる損傷を防ぐかまたは最小にする
ように制限されることもまた好ましい。さらにプロテーゼ１０２は、患者の管腔への熱露
出を制限する熱収縮管状材料などの薄膜で覆われ得る。
【００２４】
　プロテーゼ１０２のセクション１０４および１０８の独立した拡張は、ユーザが患者内
の目標部位にプロテーゼ１０２をより正確に位置を決めることを可能にし得る。例えば、
一旦プロテーゼが所望の目標部位に位置を定められると、ユーザはまず、遠位の第１のセ
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クション１０４を拡張し、初めの固定点を提供し得、次いで、近位の第２セクション１０
８を拡張し得る。多くの先行技術の自己拡張ステントは直径が増加すると長さが収縮する
傾向があるので、送達中にステントの最終位置を予測することが困難であり得る。しかし
ながら、１つのセクション１０４または１０８をまず拡張することによって、プロテーゼ
１０２の最終的な拡張された位置がより予測可能な位置に配置され得る。
【００２５】
　本好ましい実施形態において、２つのセクション１０４および１０８のみが示されてい
るが、さらなるセクションもまた可能である。例えば、プロテーゼ１０２は、３個または
４個のセクション、およびプロテーゼ１０２の各セクションを加熱するための等しい数の
対応するコイルを有し得る。
【００２６】
　動作時、プロテーゼ配置システム１００は最初にガイドワイヤを患者の中に通すことに
よってプロテーゼ１０２を配置するように用いられ、その結果、ガイドワイヤの遠位端は
目標領域に位置を決められる。ヒータ１１０およびプロテーゼ１０２の両方を含むカテー
テルまたはマイクロカテーテルは、カテーテルの遠位端が患者の管腔の所望の目標領域に
到達するまでガイドワイヤ上を滑らされる。プロテーゼ１０２はマルテンサイト状態にあ
るので、プロテーゼ１０２は、比較的柔軟性があるままであり、従って蛇行した通路を容
易に通過して目標領域に到達し得る。
【００２７】
　一旦カテーテルの遠位端が目標領域に到達すると、外側シース（存在する場合）は、格
納され、プロテーゼ１０２を露出させる。ユーザがプロテーゼ１０２の位置に不満の場合
、プロテーゼ１０２はオプションで、外側シース（再び、存在する場合）によって再捕捉
され、所望の位置が達成されるまで前進させられるかまたは格納され得る。ユーザは次い
で、第１のヒータコイル１１２の温度を上昇させ、それによって、第１のセクション１０
４の相をマルテンサイトからオーステナイトに変化させることによって、プロテーゼ１０
２の遠位の第１のセクション１０４を拡張する（すなわち、第１のセクション１０４を所
定の拡張された構成に動かす）。次に、ユーザは、第２のヒータコイル１１４の温度を上
昇させ、それによって、第２のセクション１０８の相を変化させることによって、近位の
第２のセクション１０８を拡張する。最後に、ユーザは、プロテーゼ１０２の最後の位置
を確認し（例えば、放射性蛍光透視法によって）、カテーテルを除去し得る。一部の事例
において、ユーザは、近位の第２のセクション１０８を拡張しないことを好み得る。
【００２８】
　ここで図３を参照すると、本発明に従う自己加熱プロテーゼ２００の別の好ましい実施
形態が示される。自己加熱プロテーゼ２００は、前に説明されたプロテーゼ１０２に類似
し、セクション２０２および２０４の各々が互いに独立して拡張することを容易にする中
間セクション２０６によって接続される、第１のセクション２０２と第２のセクション２
０４とを有する。
【００２９】
　しかしながら、自己加熱プロテーゼ２００は、ワイヤ２０８、２１０および２１２に直
接接続され、これらのワイヤは、電流を選択的に提供し、プロテーゼ２００の温度を上昇
させる。より具体的には、ワイヤ２１２は第１のセクション２０２の遠位端に接続され、
一方、ワイヤ２０８は中間セクション２０６に接続される。電流がこれらのワイヤ２１２
および２０８を通過するとき、電流はまた第１のセクション２０２も通過し、それによっ
て、第１のセクションの温度を上昇させる。この点に関して、プロテーゼ自体は、前に説
明されたヒータコイルに類似して、加熱要素として働く。前に説明されたプロテーゼ１０
２の場合のように、第１のセクション２０２がＡＳ温度を通過するとき、第１のセクショ
ン２０２はＡＦ温度に達するまで拡張することを開始する。
【００３０】
　さらにワイヤ２１０は、第２のセクション２０４の近位端に接続され、このことは、電
流が第２のセクション２０４を通過してワイヤ２１０と２０８との間を選択的に流れるこ
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とを可能にする。従って、第２のセクション２０４の温度は、同様に上昇し、最終的には
、第２のセクション２０４が拡張されたオーステナイト状態になるようにする。この点に
おいて、ユーザは、ワイヤ２１２と２０８または２１０と２０８のいずれかを通って電流
を流すことによって、セクション２０２または２０４のどちらかの温度が上昇し従って拡
張することを制御し得る。
【００３１】
　セクション２０２および２０４の両方が拡張された後に、ワイヤ２０８、２１０および
２１２はプロテーゼ２００から分離される。例えば、これらのワイヤ２０８、２１０およ
び２１２は、所定の温度に加熱されたとき分離される熱感応接続を有し得る。代替的に、
ワイヤ２０８、２１０および２１２は、ユーザによる選択的な分離および取り外しを可能
にするフックまたはラッチ機構を有し得る。
【００３２】
　本発明に従って、好ましくは電流が、熱を生成し、従ってプロテーゼを拡張するために
用いられるが、他の形態のエネルギもまた用いられ得る。例えば、ＲＦ電流が用いられ得
る。別の例において、高温液体がプロテーゼに送達され得る。さらに別の例において、熱
生成化学反応が用いられ得る。
【００３３】
　前に説明された好ましい実施形態を含む本発明が、患者の体内における様々な治療、技
術および処置のために用いられ得ることは理解されるべきである。
【００３４】
　図５は、動脈瘤１５２のためのそのよう例示的な治療の１つを示し、該治療において、
プロテーゼ１０２は、血管１５０における動脈瘤１５２の開口部の上に位置を決められる
。一旦プロテーゼ１０２が適切な位置に置かれると、内皮細胞の組織増殖が促進され（例
えば、プロテーゼ１０２のみかまたは組織増殖促進剤のいずれかによって）、このことに
より、結果として最終的に動脈瘤１５２を閉じる組織の層ができる。
【００３５】
　図６は、動脈瘤１５２がプロテーゼコイル１６０およびプロテーゼ１０２の両方を用い
て治療される類似の例を示す。より具体的には、プロテーゼコイル１６０は動脈瘤１５２
の中に送達され、一方、プロテーゼ１０２は、動脈瘤１５２の開口部の上に送達され、プ
ロテーゼコイル１６０が血管１５０の中に移動するのを防ぐ。プロテーゼコイルの使用に
関するさらなる詳細は、前に援用された米国特許出願公開第２００６／００５２８１５号
において見出され得る。
【００３６】
　本発明に従う１つの好ましい実施形態は、体内でプロテーゼを拡張する方法を含み、方
法は、形状記憶材料を備えているプロテーゼを提供することと、体内の所望の部位にプロ
テーゼを送達することと、プロテーゼの温度を人間の体温より上昇させ、形状記憶材料の
相を変化させ、それによって、プロテーゼを拡張された状態に拡張することと、拡張され
た状態を維持しながら、プロテーゼの温度を人間の体温に減少させることとを包含する。
【００３７】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼを拡張することは、プロテー
ゼの直径を拡張することをさらに包含する。
【００３８】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、温度を上昇させることは、形状記憶材料
の相をマルテンサイト状態からオーステナイト状態に変化させることをさらに包含する。
【００３９】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼを拡張された状態に拡張する
ことは、プロテーゼの第１のセグメントを拡張することと、プロテーゼの第２のセグメン
トを拡張することとをさらに包含する。
【００４０】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼを拡張することは、プロテー
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ゼに隣接して熱を生成することをさらに包含する。
【００４１】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼを拡張することは、プロテー
ゼを用いて熱を生成することをさらに包含する。
【００４２】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼを体内の所望の部位に送達す
ることは、動脈瘤を捜し出すことと、動脈瘤の開口部の上にプロテーゼの位置を決めるこ
とをさらに包含する。
【００４３】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、形状記憶材料を備えているプロテーゼを
提供することは、その後、動脈瘤内にプロテーゼコイルを送達することが続く。
【００４４】
　本発明に従う別の好ましい実施形態は、体内に配置するプロテーゼであって、第１の相
である間に第１の所定の形状を有し、第２の相である間に第２の所定の形状を有する、プ
ロテーゼ本体を備え、第１の相から第２の相への遷移は、人間の体温より高い温度で起り
、第２の相から第１の相への遷移は、人間の体温より低い温度で起る、プロテーゼを含む
。
【００４５】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼ本体は、形状記憶材料を備え
ている。
【００４６】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、第１の相はオーステナイト状態であり、
第２の相はマルテンサイト状態である。
【００４７】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼは、３７℃より高い、活性オ
ーステナイト開始温度および活性オーステナイト終了温度を含む。
【００４８】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、活性オーステナイト終了温度は、約４０
℃～約５５℃の範囲内である。
【００４９】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼ本体は、第１のセグメントと
第２のセグメントとをさらに備え、第１のセグメントは、第２のセグメントに対して独立
して拡張可能である。
【００５０】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼは内部の直径を有する管状の
形状を備え、直径は、第１の所定の形状中に第１の長さを有し、第２の所定の形状中に第
２の増加した長さを有する。
【００５１】
　本発明に従う別の好ましい実施形態は、体に入る形状の送達ツールと、送達ツールに取
り外し可能に配置されたプロテーゼとを備え、プロテーゼは、第１の形状記憶構成と第２
の記憶形状構成とを含み、プロテーゼは、約３７℃より高い温度で第１の形状記憶構成か
ら第２の記憶形状構成に変化し、送達ツールは、体内でプロテーゼを選択的に加熱する、
プロテーゼ送達システムを含む。
【００５２】
　この好ましい実施形態のさらなる例は、送達ツールに配置された少なくとも１つの加熱
要素を備えている。
【００５３】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、送達ツールは、プロテーゼに電流を選択
的に送達する。
【００５４】
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　この好ましい実施形態のさらなる例において、プロテーゼは、複数の独立して拡張可能
な領域をさらに備え、送達ツールは、複数の個々に作動可能なヒータをさらに備えている
。
【００５５】
　この好ましい実施形態のさらなる例において、複数の独立して拡張可能な領域の各々は
、複数の個々に作動可能なヒータのうちの１つの対応するヒータの上に配置される。
【００５６】
　本発明の好ましい実施形態の別の例において、プロテーゼは、管状である。より詳細に
は、プロテーゼ材料は、レーザ切断管から作られるかまたは編組の繊維もしくは部材によ
って形成される管である。
【００５７】
　本発明は特定の実施形態および用途の観点から説明されたが、当業者は、この教示を考
慮して、本特許請求される発明の精神から逸脱したり、本発明の範囲を超えたりすること
なく、さらなる実施形態および修正を生成し得る。従って、本明細書における図面および
説明が、例示として本発明の理解を容易にするために提供されること、および本発明の範
囲を限定するように解釈されるべきではないことは理解される。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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