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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管の穴を閉鎖するデバイスであって、該穴は、血管壁の外側領域の外側開口部と血管
壁の内側領域の内側開口部とを有しており、該デバイスは、
　長手方向軸線を有し、穴の内側開口部に接して血管の内側に設置可能な細長い部材を備
えており、細長い部材は、穴を通って流体が流出するのを阻止するために、穴の内側開口
部の寸法に少なくとも実質的に等しい寸法を有すると共に、幅寸法を超える長さ寸法を有
し、細長い部材は、第１の搬送位置から、この第１の搬送位置を実質的に横断する第２の
配備位置に旋回可能であり、
　該デバイスは、
　細長い部材を適所に保持するのを支援するために血管の外側に設置可能な少なくとも２
本の湾曲した脚部を備えている、デバイス。
【請求項２】
　前記少なくとも２本の湾曲した脚部は形状記憶材から構成されたワイヤである、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記細長い部材は第１端および第２端を有しており、さらに、前記細長い部材は、第１
の幅の第１部分、及び前記第１の幅よりも大きい第２の幅の第２部分を有する、請求項１
又は２に記載のデバイス。
【請求項４】
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　前記細長い部材は再吸収性材料から構成されている、請求項１乃至３の何れか１項に記
載のデバイス。
【請求項５】
　前記湾曲した脚部は、金属材の１個の素子から形成されている、請求項１乃至４の何れ
か１項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記細長い部材は端部では第１の厚さを有しており、中心部ではそれより大きい第２の
厚さを有している、請求項３乃至５の何れか１項に記載に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記少なくとも２本の脚部は２本の脚部が互いから約180度離れた位置に配置される、
請求項１乃至６の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項８】
　外側チューブと、外側チューブの内部に滑動自在に配置されるプッシャーとを備え、閉
鎖デバイスを搬送する搬送器具と共に使用され、前記プッシャーは、前記脚部に係合して
外側チューブから前記細長い部材を前進させる、請求項１乃至７の何れか１項に記載のデ
バイス。
【請求項９】
　前記プッシャーを初期位置と、維持部材を配備する前進後の位置とに維持する維持機構
を更に備えている、請求項８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は2002年6月5日に出願された米国特許出願番号第10/163,142号と2000年9月12日に
出願された米国特許出願番号第09/659,648号の部分継続出願であり、前者は2002年2月6日
に出願された予備出願番号第60/355,526号に基づく優先権を主張するものであり、後者は
1999年9月13日に出願された予備特許出願番号第60/153,736号に基づく優先権を主張する
ものである。上記先願の各々の内容を引用することでそれぞれの全体がことごとく本件の
一部を成している。
【０００２】
　本願は血管デバイスに関するものであり、特に、血管壁に出来た穴を閉鎖するデバイス
に関連している。
【０００３】
　或る種の血管外科手術の最中には、カテーテルは皮膚とその下にある組織の切開部を通
して挿入され、患者の脚の大腿動脈に接近する。次いで、カテーテルは大腿動脈の壁に設
けられた接近開口部に挿通され、動脈を通って所望の部位まで案内され、血管形成または
血小板除去などの外科手術処置を実施する。外科手術処置が完了し、カテーテルが患者の
体内から取り出されてから、接近用の穴が閉鎖されなければならない。動脈からの高流量
の血流のせいばかりか、大腿動脈に達するために貫通されなければならない多層の組織が
あるせいで、この処置は極めて困難となる。
【０００４】
　今日までの幾つかのアプローチは大腿の接近用の穴を閉鎖するために利用されてきた。
或るアプローチでは、刺通し部位の上で手を使っての手動圧搾は血液が凝固するまで砂袋
または重石により補佐される。このアプローチを利用した場合、血管の穴が閉じて、患者
が歩き回れるようになるまでに要する時間は６時間にも及ぶことがある。この効率の悪さ
は処置にかかる全費用と同様に外科手術処置時間も増大させるが、これは、病院の医療要
員が物理的に圧力を維持し続けなければならないせいであるとともに、歩き回れないため
に患者の退院が遅れるせいである。
【０００５】
　血管の穴開き部位を閉じるための別なアプローチでは、クランプが手術台と患者の脚に
取り付けられる。クランプは血管開口部に圧力を付与する。しかし、患者は血液が凝固し
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ていることを保証するために監視されなければならず、医療要員が更に時間を費やさなけ
ればならないし、処置の費用も増大する。
【０００６】
　手動加圧アプローチの前述の欠点を回避するために、縫合デバイスが開発されている。
このような縫合デバイスの１つは、「クローザー」と呼ばれてパークローズ社（Perclose
）により販売されているが、血管壁の開口部に隣接した位置へ針を前進させて、開口部に
隣接した壁を外方向に貫いて縫合材を引っぱる。次いで、外科医は縫合糸に結び目を作り
、開口部を閉鎖する。この処置手順に付随する１つの難点として、針を配置し、縫合糸を
捕縛し、縫合糸を引き出し、結び目を作り、縫合糸を固定するために外科医が必要とする
工程の数がある。更に、外科医は大腿動脈の（皮膚に対する）深度のせいで縫合糸を容易
に視認することができないで、縫合糸を闇雲に作ることを避けられないし、先に作ってお
いた結び目を適所に滑り込ませるのも闇雲に行うことになる。更に、結び目を作る能力は
外科医ごとにそれぞれであり、そのため、穴閉鎖の成否と精度は外科医の熟練度で決まる
ことがある。この縫合器具のまた別な欠点は、血管開口部が器具を挿入するために広げら
れるため、閉鎖システムを搬送するのに失敗した場合には、より大きな開口部を作った挙
句にそれを閉鎖することになる点である。石灰化した血管に針を刺通すことも困難である
。
【０００７】
　米国特許第4,744,364号は、繊条を用いた拡張可能な閉鎖部材を有し、閉鎖部材を血管
壁に押し当てて引っ張るようにしたデバイスの形態で血管の穴を封鎖する、また別なアプ
ローチを開示している。閉鎖部材は繊条を適所に保持するために皮膚上に設置された１片
のテープによって適所に保持される。しかし、閉鎖デバイスはそれでも移動し、それによ
って穴を通しての漏出が生じることがある。更に、縫合糸が緩んだ場合は、閉鎖部材は保
持されず、血管の下流側へ流動することもある。更に、縫合糸が皮膚を貫いて延在してい
るので、潜在的な感染経路を設けていることになる。米国特許第5,545,178号の閉鎖デバ
イスは頃合いのコラーゲン発泡栓子が刺通し路内に配置される。しかし、血液凝固が起こ
るまでに通例は20にも及び、栓子と組織路との間で漏出が生じることがあり、コラーゲン
栓子が組織路の内部で拡張するまでの或る期間は手動加圧を穴に加える必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　よって、血管壁の開口部（穴）をより迅速かつ効果的に閉鎖するデバイスを提供するの
が有利となる。かかるデバイスは、手動加圧を開口部に付与する上述の時間と経費を回避
し、開口部を閉鎖するのに要する各工程を簡略化し、開口部を広げてしまうのを回避し、
血管内に閉鎖デバイスをより効果的に保持する点で有利である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は先行技術の欠陥および欠点を克服する。本発明は血管壁の穴を閉鎖するデバイ
スを提供するものであり、血管の内側で穴の内部開口部に押し付けて設置可能で、かつ、
内部開口部の寸法に少なくとも実質的に等しい寸法を有して、穴を通って流体が出るのを
阻止するようにした細長い部材と、この細長い部材を適所に保持するのを支援するために
血管の外側に設置可能な少なくとも２本の湾曲した脚部とを備えている。
【００１０】
　少なくとも２本の湾曲した脚部は、形状記憶材から構成されたワイヤであるのが好まし
い。一実施形態では、可撓性ワイヤの形態の接続部材は細長い部材に湾曲した脚部を連結
する。一実施形態では、輪環の形態を呈する維持部材がその内部に湾曲した脚部を固定さ
せる。
【００１１】
　一実施形態では、可撓性を得るための一連のスロットと、湾曲脚部を受容するための開
口部とを有しているチューブが細長い部材に接続されて、細長い部材を穴の内部開口部に
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向けて移動させる。
【００１２】
　一実施形態では、細長い部材は幅寸法を越える長さ寸法を有しており、幅寸法は細長い
部材の第１端と第２端との間の領域では拡大寸法となっている。また別な実施形態では、
細長い部材は、一端に拡大幅の領域を設け、別な一端にはそこと隣接する狭まった幅領域
を設けている。一実施形態では、細長い部材は再吸収性材料から構成される。一実施形態
では、細長い部材は、外部開口部から内部開口部まで延びる軸線を横断する位置に偏倚さ
れる。
【００１３】
　一実施形態では、少なくとも２本の湾曲脚部は互いに異なる方向に湾曲しており、金属
製材料の単一素子から形成される。一実施形態における金属性の素子は、第１端で分離し
て別々の湾曲脚部領域になるように形成されるとともに、第２端にタブを設けてそれぞれ
の湾曲脚部を細長い部材に連結するように形成されてもいる。細長い部材はそこにスロッ
トが形成されて、タブを受容する。細長い部材は、第１端と第２端の間が実質的に均一な
幅である楕円形状であって、各部は再吸収性材料から構成されていればよい。細長い部材
は中心部の厚さが端部の厚さよりも大きくてもかまわない。
【００１４】
　一実施形態では、脚部は細長い部材の長手方向軸線に実質的に平行な方向に湾曲してい
る。別な実施形態では、脚部は細長い部材の長手方向軸線に実質的に垂直な方向に湾曲し
ている。脚部の端部および／または湾曲部は細長い部材の幅寸法を越えて延びていてもよ
い。一実施形態では、少なくとも２個の湾曲脚部が互いに異なる方向に湾曲させられ、鋭
角を成して細長い部材に接続されている。
【００１５】
　本発明はまた、被覆部材を設け、少なくとも１本の脚部が被覆部材に接続されており、
被覆部材と少なくとも１本の脚部とが挿入位置と配備位置との間で可動である閉鎖デバイ
スを備えている、血管の穴を閉鎖する装置を提供する。挿入位置では、被覆部材は穴の長
手方向軸線に実質的に平行であり、配備位置では、被覆部材は穴の第１の側では穴の長手
方向軸線に実質的に垂直である。挿入位置では、少なくとも１本の脚部は実質的に真っ直
ぐな位置にあり、配備位置では、脚部は湾曲形状を有しており、穴の第２の側にある組織
を把持するように構成されている。
【００１６】
　一実施形態では、複数の湾曲脚部が設けられており、これらが血管に向かって下方向に
、また、配備位置の穴に向かって内方向に延びるワイヤ素子から構成されている。穴の被
覆部材は細長い幅部分を有しているのが好ましい。一実施形態では、穴被覆部材は再吸収
性材料から構成される。
【００１７】
　本発明はまた、補修部材と維持部材とから成り、補修部材が血管内で内側血管壁の一部
に沿って接触した位置に置かれ、穴の寸法に少なくとも実質的に等しい寸法を有しており
、穴を覆って穴から血液が流れるのを阻止するようにした、血管の穴を閉鎖する装置を提
供する。維持部材は血管壁の外側に設置され、穴に向かって内向きに延びて穴に向かう方
向に組織を方向づける少なくとも１個の把持素子を備えている。
【００１８】
　閉鎖デバイスと、閉鎖デバイスを搬送する搬送器具とを備えている、血管壁の穴を閉鎖
するシステムも提供される。閉鎖デバイスは穴被覆部材と維持部材とを備えており、穴被
覆部材は毛間の内側に設置可能であるとともに、穴の内側を覆うような寸法に設定されて
おり、維持部材は血管の外側の組織に係合する複数の湾曲脚部を有している。搬送器具は
、閉鎖デバイスと着脱自在に係合して閉鎖デバイスを設置したり解放したりすることので
きる維持部材を有している。
【００１９】
　一実施形態では、維持部材は閉鎖デバイスの一部を覆って着脱自在に設置されるスロッ
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トを設けたチューブから構成されている。スロットを設けたチューブは、湾曲脚部を維持
する輪環の上に配置される。
【００２０】
　本発明は血管壁の穴を閉鎖するシステムを更に提供し、該システムは、
　ａ）穴被覆部材と維持部材とを有している閉鎖デバイスを備えており、穴被覆部材は血
管の内側に設置可能であるとともに、血管壁の穴の内側を被覆するような寸法に設定され
ており、維持部材は血管の外側の組織に係合する複数の湾曲脚部を有しており、
　該システムは、
　ｂ）閉鎖デバイスを搬送する搬送器具を更に備えており、搬送器具は外側チューブと、
外側チューブの内部に滑動自在に配置されるプッシャーとを有しており、プッシャーは維
持部材に係合して外側チューブから被覆部材を外へ前進させる。
【００２１】
　搬送器具は導入器鞘部材を通して挿入できて、同鞘部材の上にスナップ式に嵌合し、外
側チューブの遠位端が導入器鞘部材の遠位端の近接位置に残留するようになっているのが
好ましい。一実施形態のプッシャーは複数の長手のスロットを有しており、搬送器具の内
部で真っ直ぐな位置にある場合には、湾曲脚部を受容する。プッシャーを初期位置と、維
持部材を配備する前進後の位置とに保持する保持機構を設けるのが好ましい。一実施形態
では、外側チューブの一部は穴被覆部材の長さ寸法よりも短い寸法を有しており、外側チ
ューブの当該部分は、被覆部材が内部に設置されると、外方向に脹らむ。
【００２２】
　本発明はまた血管壁の穴を閉鎖する方法を提供し、該方法は、
　ａ）細長い部材と複数の保持脚部とを有している閉鎖デバイスを設ける工程と、
　ｂ）血管内に細長い部材を配備して、穴の第１側すなわち内側を覆う工程と、
　ｃ）血管壁の外側に保持脚部を配備して、脚部が湾曲形状を取った結果、穴の第２側す
なわち外側の組織を把持する工程とを含んでいる。
【００２３】
　細長い部材を配備する工程は、プッシャーを作動させて細長い部材を遠位方向に前進さ
せる工程を含んでいるのが好ましい。この方法は、穴を通して導入器鞘部材を血管内に設
置する工程と、閉鎖デバイスを包含した搬送器具を鞘部材に接続する工程とを含んでいる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　添付の図面を参照しながら、本件開示の好ましい実施形態がここに説明される。
　同一参照番号が複数の図を通して類似する構成要素または同一構成要素を同定している
図面をここで詳細に参照すると、図１は本発明の血管ホール（穴）閉鎖デバイスの第１の
実施形態の斜視図である。このデバイスは血管壁の穴を閉鎖するよう意図されたものであ
るが、かかる穴は、通常は、血管壁を通して血管管腔に先に挿入されたカテーテルを除去
した後で形成され、血管形成術や他の介在処置を実施するためのものである。穴は患者の
皮膚とその下の組織とを通って延びて、血管の外壁を通り、血管の壁を突き抜けて、更に
、血管の内壁を通って血管の内部管腔と導通状態にある。本発明の閉鎖デバイスは被覆部
材または補修材が血管内に配置され、血管の内壁を押圧して血流を遮断するとともに、ク
リップが血管壁の外側に配置されて、被覆部材を保持する。クリップは被覆部材を上方向
に穴に向けて引っ張っている。
【００２５】
　まず図１から図５を見ると、本発明の閉鎖デバイスの第１の実施形態が例示されている
。ホール（穴）閉鎖デバイス１０は細長い部材１２と４本の脚部を有するクリップ１４と
を備えており、脚部は輪環３８の内部に保持されたワイヤ３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０
ｄの形態であるのが好ましい。細長い部材１２は血管内で穴の内側に位置するような寸法
と形状に設定されており、ワイヤ３０ａ～３０ｄは血管壁の外側で穴の外側に隣接して設
置されるような形状になっている。
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【００２６】
　細長い部材１２は血管に搬送するための細長い位置に維持されてから、血管管腔内の横
断位置へと旋回する。この移動は図６および図７に例示されており、細長い部材１２は一
部が導入器鞘部材３００から外へ配備されているが、それでもまだ、遠位端３０３（図６
）の壁が端部領域１８と嵌合することにより、長手方向軸線に沿った位置に維持されたま
まである。導入器鞘部材３００から十分外に配備されると、細長い部材１２の端部領域１
８も解放されるため、細長い部材は図７の横断位置へと旋回することができるようになり
、この位置では、同部材は穴を通って延びる軸線に実質的に直交する。輪環３８の中心が
鳩目２４からわずかにオフセットされて、配備時には細長い部材１２がわずかに旋回でき
るようになり、細長い部材が引戻されて壁に押し付けられると、血管壁が細長い部材を更
に旋回させて横断位置へと移動させることができるようにするのが好ましいことに留意す
べきである。この移動は、閉鎖デバイス１０の挿入方法についての説明に関連付けて後段
でより詳細に説明される。クリップ１４の脚部３０ａ～３０ｅは搬送し易いように実質的
に真っ直ぐな位置に維持され、解放時には、湾曲形状へと移動する。これもまた、後段で
詳細に論じられる。
【００２７】
　細長い部材１２は血管壁の内側開口部を覆う（補修する）ように機能して、血液が流出
するのを阻止する。図１および図２に例示されているように、細長い（被覆）部材は第１
の端部領域１６と第２の端部領域１８の間に拡大領域２０を設けている。長手方向軸線は
長さ寸法Ｌを規定し、横断軸線は幅寸法を規定する。細長い部材１２の両端部１６、１８
の幅寸法ｗ１は実質的に互いに等しいのが好ましく、また、約0.025インチから約0.035イ
ンチの範囲に入るのが好ましい。拡大領域２０では、幅寸法が漸進的に増大するため、そ
の裁断幅ｗ２が約0.090インチから約0.125インチの範囲に入るのが好ましい。細長い部材
１２のこの中心の拡大領域２０は他の部分よりも大きい面積を設けて、血管の内側開口部
を補修（被覆）している。幅ｗ２は開口部を効果的に覆うために内側開口部の寸法に少な
くとも実質的に等しくなるのが好ましい。これ以外の寸法も考えに入れることができる。
【００２８】
　細長い部材は、開口部（穴）を覆うのに十分なだけの面積を有している限りは、拡大領
域なしで済ますことができるものと認識すべきである。これは図９Ａに具体例として図示
されているが、この場合、閉鎖デバイス５０はその長さ全体にわたって幅が実質的に均一
である細長い部材６０を有している。この実施形態では、接続ワイヤ５６は細長い部材６
０の突出面６２に当接して、細長い部材６０を傾ける（旋回させる）。残りの全ての点で
、デバイス５０はデバイス１０と同一であるが、例えば、４本の脚部５２ａ、５２ｂ、５
２ｃ、５２ｄは輪環５９の内部に維持されて、突出面６２の開口部を通って延びている接
続ワイヤ５６により細長い部材６０に接続されている。
【００２９】
　細長い部材は左右非対称に構成されて、拡大領域が中心から外れた位置にきて、部材が
或る角度で引っ張られた際に穴の幅が広がるのに順応するようになっていてもよい。細長
い部材は、図９Ｂないし図９Ｅに関連づけて後段で論じるように、幅が狭くなった領域が
そこより広い領域に隣接したパドル状の形状にされてもよい。
【００３０】
　細長い部材はポリカーボネートまたはポリウレタンのような材料から構成されてもよい
し、或いは、代替例として、グリコライド／ラクチドのような再吸収可能な材料から構成
することができるが、かかる材料は或る時間の後、血管管腔の外にクリップ部のみを残し
て体内に再吸収される。再吸収可能材料から構成されている場合、細長い部材は、任意で
、再吸収可能性が相互に異なる複数領域を設けてもよい。図１１Ｄに一例が図示されてい
るが、領域Ｒ１は最後に最吸収されることになり、領域Ｒ２は他の領域よりも遅い速度で
再吸収され、領域Ｒ３は最初に再吸収されることになる。互いに異なる再吸収性の程度は
、互いに異なる再吸収可能特性を有する異なる材料を利用することにより達成され、或い
は、細長い部材の各領域の厚さを変動させることにより（厚い領域ほど再吸収に長時間を



(7) JP 4335690 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

要する）達成される。
【００３１】
　図１から図５の閉鎖デバイス１０を引き続き参照すると、細長い部材１２は突出面２２
に開口部または鳩目２４が形成されている。開口部２４は接続ワイヤ４０を受容して、ク
リップ１４を細長い部材１２に連結する。クリップ１４のクリップ脚部３０ａ～３０ｄは
各々が輪環３８を通って延びてそれぞれに端部３３ａ～３３ｄで終端する第１端と、組織
に係合するように構成された第２端３２ａ～３２ｄとをそれぞれ有している。図１では、
端部３２ａ～３２ｄは刺通しできない鈍先端である。しかし、先鋭な先端、すなわち、組
織を刺通せる先端が代わりに設けられてもよいことも思量される。クリップ脚部３０ａ～
３０ｄは、レーザー溶着、糊、または、これ以外の固着手段により輪環３８に保持される
。代替例として、クリップ脚部は輪環を必要とせずに互いに（更には、接続ワイヤに）溶
着され、或いは、別途付着される。
【００３２】
　レーザー溶着や糊などの好適な手段により輪環３８の内部に接続ワイヤ４０が固定され
るが、このワイヤは開口部２４を通して領域４２でループ状になる。接続ワイヤの２つの
端部は参照番号４４と示されている。（一方のみが図示されている）。図８は輪環３８を
破断した横断面図を示しており、クリップ脚部３０ａ～３０ｄと接続ワイヤ４０とが輪環
３８の内部に位置決めされているのを例示している。縫合糸４５も鳩目２４を通って延び
ており、後段で詳細に説明するように、細長い部材１２を位置決めするように機能する。
【００３３】
　クリップ脚部３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、ニチノールなどの（ニッケルチタニ
ウム合金）形状記憶材料から構成された４つの別個のワイヤ素子から構成されているのが
好ましいが、その記憶された位置が図５に例示されている。使用に際し、クリップ脚部３
０ａ～３０ｄは搬送器具内に実質的に真っ直ぐな位置で維持され、解放されると、図３お
よび図４に例示されているように、内向きに湾曲するように体温で加温される。クリップ
脚部がそれぞれの記憶位置に戻ることができる程度は、組織の厚さと抵抗とで決まること
になる。一旦内向きに湾曲してしまうと、湾曲したクリップ脚部３０ａ～３０ｄは組織を
把持して閉鎖デバイス１０を組織内に維持する。脚部３０ａ～３０ｄが内向きに湾曲する
と、脚部は細長い部材１２に近位方向の引っ張り力を付与し、同部材をわずかに上方向（
近位方向）に引っ張って血管壁を押圧させる。脚部が集合して、血管壁の外側の組織を開
口部の方へと強制的に押す。
【００３４】
　図１０Ａは本発明の閉鎖デバイスの代替の実施形態を例示しており、参照番号７０で示
されている。閉鎖デバイス７０は、クリップ脚部７８（そのうちの２個だけが例示されて
いる）と輪環７５のそれぞれの形状を除いて、閉鎖デバイス１０に類似している。クリッ
プ脚部７８（４個設けられているのが好ましい）は矩形の断面形状を有しているワイヤか
ら作成される。クリップ脚部７８は、図示のように、細長いＵ字状に形成される。また、
閉鎖デバイス１０の円筒状輪環３８の代わりに、矩形の輪環７５が設けられる。細長い被
覆材７２や接続ワイヤ７３など、上記以外のあらゆる点で、閉鎖デバイス７０は閉鎖デバ
イス１０と同一である。
【００３５】
　図１０Ｂの実施形態では、閉鎖デバイス８０のクリップ脚部８４ａ～８４ｄが、まず、
矩形（または正方形）のチューブから形成される。図示のように、チューブ８６は分離さ
れるが、これはレーザー切断によって実施されるのが好ましく、４本の湾曲脚部８４ａ～
８４ｄを形成するが、これらはそれぞれの閉鎖位置でＣ字型の形状を作る。細長い被覆部
材８５は閉鎖デバイス１０の細長い部材１２と同一である、開口部の内側を覆う（補修す
る）ための拡大幅領域８５が設けられている。接続ワイヤ８３は鳩目８８を介してクリッ
プ部を細長い部材に接続している。プラグ８７は接続ワイヤ８３の上にスリップ式に嵌合
し、１個以上のタブ８９がチューブ８６の窓８６ａを通してスナップ式に嵌合し、細長い
部材８２をチューブ８６に接続している。
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【００３６】
　本件に開示されている別な実施形態は輪環部に取付けるための保持用のタブを有してい
てもよいものと認識するべきである。
【００３７】
　図１０Ｃから図１０Ｅの実施形態では、閉鎖デバイス２７０は２本のクリップ脚部２７
２ａ、２７２ｂが、ニチノールのような形状記憶材料の１枚の金属材シートまたは１本の
金属材片から形成される。代替例として、２本を越える脚部、例えば、４本の脚部が金属
材から形成されてもよい。クリップ脚部２７２ａ、２７２ｂは、図示のようにＣ字型に湾
曲しているが、中心領域２７４で分離して、互いに反対方向に湾曲する。中央領域におい
てこのように分離してクリップ脚部を形成することは、矩形チューブをレーザー切断する
ことにより実施されるのが好ましい。中心領域２７４には幅を減じた領域２７６が設けら
れている。接続端は湾曲させられて、細長い部材（補修材）２８０に取付けるためのフッ
クまたはタブ２７８を形成する。接続端にも幅を減じた部分２７９が設けられて、細長い
部材２８０の内部にはタブ２７８を機械的に固定させるためのショルダーを形成している
。
【００３８】
　細長い部材２８０は、図示のように、細長い互いに平行な側壁２８２ａ、２８２ｂ、お
よび、これら側壁２８２ａ、２８２ｂに接続している弧状の端部壁２８４ａ、２８４ｂと
一緒に楕円状になっている。細長い部材２８０のこのような構成では、端部以外の他の部
分では、幅ｚが実質的に均一である。横断スロットすなわち開口部２８５はタブ２７８を
受容するような形状にされて、細長い部材２８０にクリップ脚部を固定させるようになっ
ている。固定具合を向上させるために、製造途中で細長い部材は加熱されてタブの周囲で
溶融するのが好ましい。これ以外の固定プロセスも考えられる。
【００３９】
　２本のクリップ脚部が細長い部材に関して図１０Ｃとは90度位相が異なって位置決めさ
れた状態で、閉鎖デバイス２８０が形成されてもよいと思量される。すなわち、細長い部
材のスロットは長手方向軸線に沿って配向され、タブは横断方向に向けられ（そうでなけ
れば、脚部が長手方向軸線に沿ったタブに関して90度の角度で捻られる）、そのため、ク
リップ脚部２７２ａ、２７２ｂが図１０Ｃにおけるような長手方向軸線に実質的に平行な
方向よりはむしろ、細長い部材の長手方向軸線に実質的に直交する方向に湾曲することに
なる。このような配向は血管の長さに沿ったクリップのプロファイルを低減し、血管に沿
って多数のクリップを互いにより近接して設置することができるようになる。細長い部材
に関してクリップ脚部をこのように配向させる一例が、後段で説明するように、図１０Ｊ
の実施形態に例示されている。
【００４０】
　図１０Ｆから図１０Ｉは輪環の無いクリップ閉鎖設計の別な実施形態を例示している。
この実施形態では、閉鎖デバイス３７０の細長い部材（補修材）３８０は、楕円形状にさ
れてているという点と、その端部３８５、３８７を除いて実質的に均一な幅ｙになってい
るという点で、図１０Ｃの実施形態の細長い部材２８０に類似した形状になっている。細
長い部材は厚さがｋである中心部が設けられており、この中心部では端部よりも厚みがあ
る。この結果、各端部は、中央部、すなわち、クリップ部に取付けられる領域よりも速い
速度で再吸収されるため、クリップの取付けがより長時間残存する。細長い部材３８０は
その上面３８８には２個の開口部３８４、３８６が、その下面３９０には長手方向軸線方
向に延びる溝３８９が設けられており、これらが一緒にＵ字型のチャネルを形成して、ク
リップの受容に備えている。
【００４１】
　クリップ部は、図示のように、丸いワイヤを曲げて、互いに180度離れた位置に置かれ
た２本のクリップ脚部３７１、３７２を形成している。クリップ脚部３７１、３７２は細
長い部材３８０の長手方向軸線に実質的に平行な方向に外向きに湾曲している。クリップ
脚部３７１は先端３７１ａ、湾曲部３７１ｂ、および、真っ直ぐな部分３７１ｃを有して
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いる。クリップ脚部３７２は先端部３７２ａ、第１の湾曲部３７２ｂ、第２の湾曲部３７
２ｃ、および、真っ直ぐな部分３７２ｄを有している。クリップ脚部３７１、３７２の真
っ直ぐな部分３７１ｃ、３７２ｄは長手方向軸線方向の延びた部分３７３によって接合さ
れる。この部分３７３は細長い部材３８０の下面３９０の溝３８９の内部に載置されてい
る。真っ直ぐな部分３７１ｃ、３７２ｄは細長い部材３８０の開口部３８４、３８６を通
って延びている。クリップ部を細長い部材３８０に固定させる具合を向上させるために、
製造途中に細長い部材を加熱してクリップの周囲のプラスチックを溶融させるようにして
もよい。クリップを外科手術部位に搬送する間、クリップの脚部は図１０Ｆで分かるよう
に細長い部材３８０の頂面で左方向に折曲げられるが、湾曲部３７２ｃがこのような折り
曲げを容易にしている。
【００４２】
　図１０Ｊから図１０Ｎの代替の実施形態では、クリップ脚部は細長い部材（補修材）４
８０の長手方向軸線に実質的に直交する方向に湾曲するような配向にされるが、これは補
修材３８０に形状と厚さが類似している。閉鎖デバイス４７０のクリップ脚部４７１、４
７２は各々がそれぞれの先端部４７１ａ、４７２ａ、湾曲部４７１ｂ、４７２ｂ、真っ直
ぐな部分４７１ｃ、４７２ｃ、分岐脚部４７１ｄ、４７２ｄ、および、横断部４７４によ
り接続されている下位の真っ直ぐな部分４７１ｅ、４７２ｅを有している。先端部４７１
ａ、４７１ｂおよび湾曲部などの各脚部の一部は細長い部材４８０の幅寸法を超過してい
ることに留意すべきである。クリップ脚部は、開口部４８４、４８６および横断溝４８８
によって形成された細長い部材４８０のＵ字型チャネルの中へと延びている。クリップ脚
部を横断方向に設置した結果、移植時には、クリップが血管に沿って占有する空間は狭く
なり、そのため、再吸収可能な細長い部材が再吸収された後のような後の機会に、また別
な複数のクリップを一緒により近接させて設置することができるようになる。クリップ部
は、図示のように、細長い部材４８０に対して45度のような鋭角ｂを成して（他の角度も
考えられる）設置することができるため、血管に挿入されると、細長い部材は血管壁に実
質的に平行になって現れる。この角度を達成するために、下位の真っ直ぐな部分４７１ｅ
、４７２ｅが細長い部材４８０の上表面平面に実質的に直交する平面に延在し、真っ直ぐ
な部分４７１ｃ、４７２ｃは同平面に対して鋭角を成して延在する。
【００４３】
　クリップ脚部の真っ直ぐな部分が横並びに図示されているが、真っ直ぐな部分は上下に
重畳されてもよいことも思量される。
【００４４】
　搬送中は、クリップ脚部４７１、４７２は細長い部材の上に折り曲げられるため、クリ
ップの搬送プロファイルを低減する。組立て中は、クリップは事前装填することができる
ため、脚部は互いに交差し、それにより、細長い部材の配備配向の抑制するための安定性
を向上させることができる。図１０の別な実施形態では、細長い部材は再吸収可能な材料
から構成されているのが好ましく、クリップ脚部は形状記憶材料から構成されるのが好ま
しいが、これら以外の材料も考えられる。
【００４５】
　図１１Ａは閉鎖デバイスの別な代替の実施形態の斜視図である。この実施形態では、閉
鎖デバイス９０は、図１の実施形態におけるように、４本の脚部９４を有している（その
うちの２本のみが図示されている）。図１および図１４に例示されているような鳩目を通
って延びる縫合糸の代わりに、縫合糸９７が接続ワイヤ９６のループ９５に接続されてい
る。すなわち、接続ワイヤ９６は一端で細長い部材９２の鳩目９３を通ってループ状とな
り、反対端で縫合糸ループ９５を受容する。この態様で、縫合糸が近位方向に引っ張られ
ると、細長い部材（およびクリップ）が近位方向に引っ張られる。接続ワイヤ９６はレー
ザー溶着、糊による固着、或いは、上記以外の好適な手段により輪環９８の内部に付着さ
れるのが好ましい。接続ワイヤ９６は細長い部材を横断位置に偏倚させるために利用する
ことができる。
【００４６】
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　図１１Ｂの実施形態では、閉鎖デバイス１１０の接続ワイヤ１１６は細長い部材１１２
の中に埋設され、例えば、同部材の中に挿入成形される。これにより部材１１２のプロフ
ァイルは低減するが、これは、図１１Ａの実施形態におけるような突出面（突起部）が排
除されているせいである。また、接続ワイヤ１１６は形状記憶金属のような材料から作成
され、これは実質的に真っ直ぐな位置にくるように設計され、或いは、代替例として、45
度のような角度を設けた位置にくるように設計される。この構成は細長い部材１１２を横
断位置に偏倚させる。そうでなければ、デバイス１１０の脚部１１４（２本のみが図示さ
れている）、接続ワイヤ１１６に付着された縫合糸１１７などはデバイス９０のものと同
一である。
【００４７】
　図９Ｂから図９Ｅは閉鎖デバイスの代替の実施形態を例示しており、同デバイスは参照
番号１４０と示されており、挿入成形、機械的接続、または、上記以外の好適な手段によ
り可撓性の接続ワイヤ１４６が細長い被覆部材１４２に取付けられている。図示のように
、接続ワイヤ１４６は、任意でニチノールのような形状記憶金属から構成されるが、接続
部材１４２の中心を外れた位置に設置されて、同部材を横断位置へと偏倚させるとともに
、長手方向軸線に沿った位置に接続部材１４２を移動させるのを容易にして、血管への搬
送に備えている。接続ワイヤ１４６の近位端は縫合糸手段により輪環１４８に取付けられ
る。図１の実施形態におけるような４本のクリップ脚部１４４が設けられる。クリップ脚
部１４４は図示のようなフック型の先端部１４５を有していてもよく、これらが輪環１４
８の内側に配置されるとともに同輪環に係合し、輪環内部での固定を促進する。
【００４８】
　細長い被覆部材１４２は、細長い領域１４２ａと幅が狭くなった領域１４２ｂを設けた
パドル状になっているため、そのプロファイルを低減しており、閉鎖デバイス１４０を設
置した後に血管内に残される材料の全体量が低減される。幅が狭くなった領域１４２ｂは
、任意で、拡大領域１４２ａを設けた遷移部から始まって漸進的に先細りとなっていても
よい。
【００４９】
　好ましい製造方法では、輪環１４８、クリップ脚部１４４、および、接続ワイヤ１４６
は一緒にレーザー溶着される。接続ワイヤ１４６は、タグ端１４７を設けており、後で図
示の配向で被覆部材１４２に接続される。この好ましい取付け方法では、被覆部材１４２
は長手方向軸線スロットを有しており、界面の隆起部（図示せず）が接続ワイヤ１４２の
タグ端１４７を受容するような寸法に設定されている。吸収可能な糊、または、吸収不可
能な糊を任意で付与して、タグ端１４７の取付けを向上させたり、封止部を設けたりする
ことができる。
【００５０】
　図１１Ｃは閉鎖デバイスのまた別な代替の実施形態を例示しており、同デバイスは参照
番号１３０で示されている。閉鎖デバイス１３０は、矩形断面のワイヤから形成された平
坦面をそれぞれに有しているクリップ脚部１３４ａ～１３４ｄを有しており、形状記憶金
属から構成されているのが好ましい。接続ストラップ１３６、或いは代替例として、図１
１Ａのワイヤ９６のような接続ワイヤが細長い部材１３２の鳩目１３３を通って延びてい
る。縫合糸１３７はストラップ１３６を通ってループ状にされ、細長い部材１３２を引っ
張って穴の内側開口部に押し付けるようにしている。クリップ脚部１３４ａ～１３４ｄは
、輪環１３８のそれぞれの窓１３５を通して延びる脚部の各々にそれぞれのタブ１３９を
嵌合させることにより、輪環１３８の内部に維持される。
【００５１】
　４個の別個のワイヤ脚部が互いに約90度離されている本件記載の閉鎖デバイスでは、そ
れより少数の脚部、例えば、２本の脚部が互いに約180度間隔を離され、３本の脚部が互
いに約120度間隔を離され、或いは、４本を越える脚部がデバイス維持機能を達成するた
めに設けられてもよいことも考えられる。同様に、２本の脚部を有する実施例を修正する
ことにより、より少数の脚部またはより多数の脚部を設けることもできる。４個のクリッ
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プを設けた実施例では、空間を節約するために、すなわち、搬送器具や導入器鞘部材の内
部に設置するための寸法を最小限に抑えるために、脚部は互いに関して左右対称に間隔を
設ける必要はないが、少なくとも互いに対向する脚部は互いから約180度離すようにする
のが好ましい（例えば、図１６Ｃを参照のこと）ものと認識するべきである。
【００５２】
　図２８から図３０は、細長い部材を維持して組織および細長い部材に近位方向の力を及
ぼすために利用される１個のクリップ脚部の一例を示している。図２８Ａおよび図２８Ｂ
において、湾曲したクリップ脚部７０２は、搬送器具７０３から外に配備されると、図示
のように内向きに湾曲して、組織を把持し、内側血管壁を押圧した状態で細長い部材７０
４を固着させる。図２９および図３０では、クリップ脚部７４０は、細長い部材７４４に
直接接続されて、搬送器具７４２（図３０）の内側の実質的に真っ直ぐな位置に維持され
、配備時には、それ自体の周囲で湾曲し、図２９Ｂに例示されているように、バネ状の素
子を形成する。クリップ脚部７４０はコイル状になって、細長い部材７４４の上で持ち上
がり、血管内にクリップ脚部を維持する。
【００５３】
　本件記載されている実施形態の各々で、鈍先端部または鋭利な先端部がクリップ脚部に
設けられて、それぞれの把持機能を実施することができる。形状記憶金属から構成される
のが好ましいが、クリップ脚部は、代替例として、形状記憶プラスチック、ステンレス鋼
、再吸収可能材料、或いは、上記以外の材料から構成されてもよい。本件に例示されたク
リップ脚部は、組織の抵抗なしに形成されると、それぞれの記憶された位置などのような
十分な形態を表すことも認識すべきである。組織に設置されると、クリップ脚部は必ずし
も例示したような十分な程度まで移動（湾曲）するわけではない。脚部のそれぞれの湾曲
の程度は、患者の組織のタイプと厚さで大部分が決まる。
【００５４】
　ここで本発明の閉鎖デバイスの設置に目を向けると、図１２Ａないし図１２Ｅは第１の
挿入方法を例示している。例示の方法は閉鎖デバイス１０の設置を示しているが、本件記
載の別な閉鎖デバイスが同じような態様で挿入されてもよいものと解釈するべきである。
【００５５】
　図１２Ａに例示されているように、拡張器３０４は導入器鞘部材３００に挿通され、ガ
イドワイヤ３０２の上を伝って血管管腔に挿入される。鞘部材と拡張器３０４は皮膚の開
口部ａを通って延び、組織路を更に通って血管Ｖに行き、血管壁の外側開口部ｂを通って
血管壁ｗの穴を更に通り、血管壁の内側の内部開口部ｃを通って血管管腔の中へと延びる
（図１２Ｆも参照のこと）ことに留意するべきである。
【００５６】
　次いで、ガイドワイヤ３０２および拡張器３０４が引き出され、図１２Ｂに例示されて
いるように、閉鎖付与（搬送）器具３１０が鞘部材３００により血管管腔内に挿入される
。細長い部材１２は搬送器具３１０の遠位方向に延びて、導入器鞘部材３００の壁により
長手方向軸線に沿った位置に維持され、クリップ脚部は、低温の生理食塩水の灌注により
搬送器具内でマルテンサイト状態で実質的に真っ直ぐな位置に維持される。
【００５７】
　搬送器具３１０は導入器鞘部材３００を通って遠位先端部３０３を越えて前進させられ
るため、細長い部材１２は導入器鞘部材３００の壁の拘束の外にあって、血管壁の内側開
口部から十分に間隔を設けて血管管腔内に延びる。これにより、細長い部材１２が旋回運
動を行う十分な余地が設けられる。細長い部材１２が壁の拘束から解放されると、図１２
Ｃに例示されているような横断位置に向けて旋回することが可能となる。
【００５８】
　次いで、鞘部材３００および搬送器具３１０は、細長い部材が血管壁ｗの内側開口部ｃ
を押圧して載置されるまで、単体として近位方向に引っ張られる。（鞘部材３００と器具
３１０は任意で一緒に嵌合させられる（ロックされる）ため、両部材は単体として移動さ
せることができるものと思量される。）細長い部材１２の鳩目２４を通って延びる縫合糸
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４５（図１４および図１５を参照のこと）は搬送器具３１０に取付けられており、搬送器
具を近位方向に引っ張ると縫合糸４５を引っ張り、従って細長い部材１２を近位方向に引
っ張ることになる。細長い部材１２は近位方向に引っ張られて、拡張領域２０が内側開口
部ｃの上に広がって流体の流出を阻止することで、補修材のような態様で開口部を覆う。
血管壁は十分な横断位置まで細長い部材を更に旋回させる点に留意するべきである。
【００５９】
　一旦細長い部材１２が載置されてしまうと、クリップ脚部に押し付けたプッシャー（図
示せず）を遠位方向に移動させることにより閉鎖デバイスが搬送デバイス３１０から外へ
更に排出されることで、クリップ１４を搬送器具３１０から外へ強制的に出すため、クリ
ップ脚部３０ａ～３０ｄは体温により加温され、それぞれの記憶された形状に向けて移動
する。図１２Ｅは、細長い部材１２と一緒に適所にある閉鎖デバイス１０が血管Ｖの内側
の内側開口部ｃに当接して開口部を覆い（補修し）、維持脚部３０ａ～３０ｄが下向きに
湾曲し、好ましくはわずかに内向きに湾曲して組織路と穴に向かい、組織に係合して細長
い部材１２に近位方向（上向き）の力を付与しているのを例示している。組織はまた、湾
曲したクリップ脚部３０ａ～３０ｄにより強制されて、血管壁の外側の穴および組織路に
向かわせられる。図１２Ｅも、導入器鞘部材３００（および搬送デバイス３１０）が患者
の体内から引き出されているのを例示している。縫合糸は搬送デバイス３１０と一緒に引
き出される。
【００６０】
　一実施形態では、十分な負荷（閾量を超過している）が縫合糸に置かれると、縫合糸は
自動的に裂けて、閉鎖デバイスを搬送器具から分離するように設計されていることに留意
するべきである。
【００６１】
　代替の挿入法では、搬送器具３１０が導入器鞘部材３００に挿通されて、細長い部材１
２が導入器鞘部材３００の壁の拘束内に留まると、細長い部材は、搬送器具の前進よりも
むしろ、プッシャーによって排除される。すなわち、搬送器具の内部のプッシャーが作動
されて閉鎖デバイスを前進させるため、細長い部材１２が遠位方向に移動させられて、導
入器鞘部材の壁の拘束の外に出る。細長い部材１２のこのような配備位置では、クリップ
脚部３０ａ～３０ｄはそれでもまだ搬送器具３１０の内部に留まり、未だに配備されない
ままである。任意で、搬送器具３１０は近位端で鞘部材３０にロックすることもできる。
細長い部材１２の上に引戻して血管の内側開口部を覆った後で、クリップ脚部３０ａ～３
０ｄは搬送器具３００を近位方向に移動させてクリップ脚部を露出させることにより配備
され、或いは、更にプッシャーを作動させて搬送器具からクリップ脚部を前進させること
で配備される。
【００６２】
　図１３Ａないし図１３Ｅは、本発明の閉鎖デバイスの代替の挿入方法を例示している。
本件開示の別な閉鎖デバイスも搬送器具３２０と一緒に搬送することができるものと理解
するべきである。図１３Ａから図１３Ｅの搬送方法は、閉鎖デバイスを遠位方向に前進さ
せて旋回運動のために細長い部材を解放する代わりに、導入器鞘部材３００が搬送器具３
２０に関して後退させられるということを例外として、図１２Ａから図１２Ｅの方法と同
じである。
【００６３】
　より具体的には、この方法では、拡張器（図１３Ａ）がガイドワイヤ上を伝って図１２
Ａと同じ態様で導入される。図１３Ａは、図１３Ｂの位置に対応して鞘部材が更に深く血
管内を前進させられた際の部分導入を例示していることに留意するべきである。導入器鞘
部材３００は血管に挿入されるが、図１３Ｂに例示されているように、図１２の方法にお
けるよりも血管内を更に深く挿入されることにも注目するべきである。すなわち、導入器
鞘部材３００の遠位先端部３０３は、細長い部材１２を血管内に解放するのが望ましい位
置まで移動させられる。一旦適所に置かれると、導入器鞘部材３００は搬送器具３２０に
関して後退させられ、同時に、チューブ材コネクタ３１４が搬送器具３２０のスロット３
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２２に受容される。鞘部材３００が後退させられると、細長い部材３１２が図１３Ｃに例
示されているように露出され、従って、細長い部材１２は導入器鞘部材３００の壁によっ
てもはや保持されることがないので、その横断位置に向けて旋回することができるように
なる。細長い部材１２を近位方向に引っ張ってクリップを解放する残りの工程（図１３Ｄ
および図１３Ｅに例示されている）は、図１２Ｄおよび図１２Ｅに関して前述した工程と
同じである。
【００６４】
　本件記載の搬送方法の拡張形状から収縮形状までの間の運動を可能にするために、上述
のように、クリップ脚部３０ａ～３０ｄはニチノールすなわちニッケルチタニウム合金の
ような形状記憶金属材から作成されるのが好ましい。クリップ脚部に搬送器具３２０の管
腔を通過させて血管に入れるのを容易にするために、低温の生理食塩水が搬送器具３２０
内と搬送器具３２０内部で収縮位置にある脚部３０ａ～３０ｄの周囲とに注入される。こ
の形状記憶材料はオーステナイト状態では剛性を顕著に示し、マルテンサイト状態ではよ
り一層の可撓性を示す。低温生理食塩水は温度依存型のワイヤ３０ａ～３０ｄが搬送器具
内でマルテンサイト状態にある場合には、各ワイヤを比較的軟らかい状態に維持する。こ
れは搬送器具３２０からのワイヤ３０ａ～３０ｄの搬出を容易にするが、逆に、ワイヤ３
０ａ～３０ｄの剛性が維持され、すなわち、オーステンサイト状態である場合には、ワイ
ヤ３０ａ～３０ｄと器具３２０の内面との間に摩擦接触が別に生じる。止水栓３０１（例
えば、図２４Ａを参照のこと）は生理食塩水の流れを抑制することができる。
【００６５】
　図２３Ａは、導入器鞘部材３００と一緒に利用されて、より大きい寸法の搬送器具とよ
り大きい寸法の細長い部材１２とを導入器鞘部材３００を通して挿入することができるよ
うにする挿入チューブ５００を例示している。挿入チューブ５００はヘッド部５０２と、
ヘッド部５０２から延びている細長い管状部５０４とを有している。管腔５０６はチュー
ブ５００を通って延びている。図２３Ｂに例示されているように、挿入チューブ５００は
鞘部材３００の狭くなった管腔領域３０７の近位で終端する。チューブ５００は領域５０
９におけるより小さい内部管腔径まで段階的に径を減じてゆく。
【００６６】
　挿入管５００の管腔５０６は約0.096インチの直径を有しているのが好ましく、約0.088
インチ（領域５０９）まで段階的に径を減じることができるのが好ましい。導入器鞘部材
３００の管腔３０９は直径が約0.125インチであるのが好ましく、狭められた管腔領域３
０７は直径Ｄ２が約0.087インチであるのが好ましく、約0.079インチの直径Ｄ３まで段階
的に径を減じられるのが好ましい（図２６Ｃ）。導入器鞘部材３００の外径Ｄ１は約0.10
5インチで、挿入チューブ５００の管状部５０４の外径は約0.114インチであるのが好まし
い。搬送器具の外径は約0.079インチであるのが好ましい。細長い部材１２は長さ寸法が
約0.313インチ（8ｍｍ）であるのが好ましい。（先の寸法は具体例として提示されている
のであって、上記以外の寸法も思量されることに留意すべきである。）
【００６７】
　挿入チューブ５００を使用しているせいで、細長い部材１２は搬送器具３１０の外側に
設置され、チューブ５００の管腔５０６と鞘部材３００の管腔３０９、３０７、３０５の
中に給送される。図２４から図２６に例示されているように、初期挿入されると、閉鎖デ
バイス（輪環３８、細長い部材１２など）が鞘部材壁を偏向させずに鞘部材３００の拘束
領域内に適合する（図２４Ｂ）。図２５Ａに例示されているように、搬送器具３１０が導
入器鞘部材５００に更に挿入されると、鞘部材壁は図２５Ｂに例示されているように偏向
され、弾性限界を超えて偏向されると変形するが、それは先端部の径の方が小さいせいで
ある。図２６Ａに例示されているように十分に挿入されると図２６Ｂに例示されているよ
うに壁の弾性限界を超えて壁を更に偏向（変形）させる。挿入チューブ５００を使用しな
い場合は、細長い部材１２は搬送器具３１０の内部に維持されなければならず、これには
、より大きい径の搬送器具３１０か、より小さい（長さ）細長い部材１２のいずれかが必
要となる。
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【００６８】
　図２６Ｄは、図１１Ｂの閉鎖デバイスが導入器鞘部材３００の内部に配置されて、図２
６Ａの位置に対応して壁を偏向させているのを例示している。
【００６９】
　図１６Ａないし図１６Ｃは本発明の閉鎖デバイスの代替の実施形態を例示しているが、
これは、スロットを設けたチューブを利用して閉鎖デバイスを後退させたり解放したりす
る。閉鎖デバイス１５０は、図１の閉鎖デバイスの細長い部材１２およびクリップ脚部３
０ａ～３０ｄと同じである細長い部材１５２およびクリップ脚部１５４ａ～１５４ｄを備
えている。閉鎖デバイス１５０は図１の輪環３８と同じ輪環１５８も備えている。接続ワ
イヤ１５６は、図１１Ｂと同じ態様で細長い部材１５２に挿入成形されているが、デバイ
スのクリップ部を細長い部材１５２に接続している。図１６Ｃの断面図は、クリップ脚部
１５４ａ～１５４ｄと接続ワイヤ１５６がどのように輪環１５８の内側でその外周に沿っ
て載置され、製造を容易にしているかを例示している。
【００７０】
　搬送器具のスロットを設けたチューブ１６０は、一連の複数のスロット１６２を有して
おり、この数は例えば４個であって一連の可撓性のフィンガー１６４を設けているが、輪
環１５８の上に着脱自在に載置されて、閉鎖デバイスを保持している。この干渉嵌合のせ
いで、搬送器具１６１に固定的に搭載されているスロットを設けたチューブ１６０が搬送
器具１６１の近位方向への移動に伴って近位方向に引っ張られると、輪環１５８と、従っ
て、閉鎖デバイス１５０が近位方向に引っ張られて細長い部材１５２を血管の内壁に押圧
して据付け、穴の内側開口部を覆う。十分な負荷がスロットを設けたチューブ１６０に置
かれると、フィンガー１６４が外方向に屈曲して輪環１５８の上を滑動し、搬送器具のス
ロットを設けたチューブ１６０から閉鎖デバイス１５０を解放する。
【００７１】
　代替の実施形態では（図示せず）、解放チューブはスロットを設ける代わりにクリンプ
加工またはスエージ加工を施した先端部を設け、これが輪環よりわずかに遠位位置に設置
される。この先端部は可撓性に富み、チューブに十分な負荷を置くと、先端部が屈曲して
輪環の上に乗り上げ、閉鎖デバイスを解放する。更に、内表面に複数の陥凹を設けて輪環
上にチューブを維持する支援を行うこともできるが、これにより輪環の解放もできるよう
になっている。
【００７２】
　図１６Ｄの代替の実施形態では、スロットを設けたチューブの代わりに、１対の顎部１
８１、１８２が搬送器具１８０に固着される。顎部１８１、１８２は閉鎖デバイス１７０
の輪環１７８を把持する。閉鎖デバイス１７０は図１６Ａのデバイス１６０と実質的に同
一であり、細長い部材１７２、接続ワイヤ１７６、輪環１７８、および、４本のクリップ
脚部１７４（明瞭にするために２本の端部のみが図示されている）を有している。十分な
負荷が顎部１８１、１８２に置かれると、顎部が開いて輪環１７８から滑って脱落し、閉
鎖デバイス１７０を搬送器具の顎部から解放する。
【００７３】
　図２１および図２２の実施形態では、搬送器具１９０の１対の顎部１９１は１本以上の
クリップ脚部３０を把持する。アリゲータクランプなどの顎部１９１はバネ偏倚により開
位置に移動し、また、導入器鞘部材３００の壁により図２２に例示されているような閉位
置に維持される。搬送器具が導入器鞘部材３００の内部で遠位先端部３０２を越えて前進
させられると、顎部１９１が開位置に移動して、クリップ脚部と閉鎖デバイスを解放する
。
【００７４】
　図３１から図３６は、閉鎖デバイスを設置するための搬送器具のまた別な代替の実施形
態を例示している。図９Ｂの閉鎖デバイス１４０の設置を目的として説明してきたが、本
件記載の別な閉鎖デバイスが類似した態様で設置されてもよい。
【００７５】
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　まず図３１を参照すると、搬送器具８００は収納器８０１を備えており、これはウイン
グを設けた把持器８０２、収納器８０１に関して軸線方向に移動可能で閉鎖デバイス１４
０を前進させるプランジャー８０４、および、プランジャー８０４を後退位置と前進位置
のそれぞれに固定するためのロック窓８０６ａ、８０６ｂを有している。細長い外側チュ
ーブ８０５は収納器８０１から延びており、内部に閉鎖デバイス１４０を受容するような
寸法に設定されている。プランジャー８０４にはプッシャー８０６が接続されており、こ
れは４個の長手方向軸線に沿ったスロット８０７を設けて（図３３および図３６を参照の
こと）、各々が搬送器具８００の内部の真っ直ぐな位置にクリップ脚部を受容するように
している。プッシャー８０６の遠位端は、図３５に例示されているように、保持輪環１４
８の近位でクリップ脚部１４４の領域に当接する。
【００７６】
　プランジャー８０４が前進させられると、プッシャー８０６も遠位方向に移動させられ
、閉鎖デバイス１４０を強制的に前方に付勢するため、細長い部材１４２は血管内に前進
し、上述のオフセット接続ワイヤの偏倚力に支援されてその横断位置へ移動する。プラン
ジャー８０４の前進により可撓性のフィンガー８０９もロック窓８０６ａに嵌合している
状態から移動して、対向位置にある窓８０６ｂに嵌合し、プランジャー８０４とプッシャ
ー８０６を前進位置に維持することに留意するべきである。フィンガー８０９の角度を設
けた表面８０９ａがプランジャー８０４の遠位方向移動を可能にする一方で、真っ直ぐな
表面８０９ｂが窓８０６ａ、８０６ｂから外れて近位方向に移動するのを阻止する（図３
２を参照のこと）点にも留意するべきである。
【００７７】
　搬送器具８００は導入器鞘部材により血管に挿入されるが、同部材は図３１および図３
５で参照番号９００と示されている。導入器鞘部材９００は、従来の拡張器または搬送器
具８００のいずれかを受容する近位開口部９０２を設けたハブ９０６を有している。鞘部
材チューブ９０７はハブ９０６から延びて、側壁の遠位端位置に開口部９０４を有してい
る。遠位端は領域９０９で先細りにされ、拡張器と一緒に封止を設ける。鞘部材チューブ
９０７の近位端は領域９１２で末広がり状にされ、導入器鞘部材９００を通して搬送器具
８００が挿入されると、搬送器具８００の外側チューブ８０５の滑らかな移動が可能とな
るが、これは、閉鎖デバイス１４０が適所にある場合には、外側チューブ８０５が外方向
に脹らんでいるせいである。ひずみ解放器９１０が鞘部材チューブ９０７の一部を包囲し
ている。
【００７８】
　鞘部材９００のハブ９０６は45度のサイドアーム９１３を有しており、これは、チュー
ブ材９１５、ひずみ解放器９１４、拡張組立体９２０を搭載するための雄ルアー９１６を
備えている。従来のクランプ９１８はチューブ材９１５に設置される。拡張組立体９２０
の遠位端は雄ルアー９１６上にネジ留めされ、拡張組立体の近位端は、後段で説明される
注射器を搭載するためのネジ筋を設けた取付け組立体９２２を備えている。
【００７９】
　ハブ９０６は近位端に弁組立体を更に備えており、同組立体はスペーサリング９３０、
スリット配置を設けた円筒状の弁素子９３２、および、鞘部材キャップ９３４から構成さ
れる。鞘部材キャップ９３４は、拡張器（図示せず）および搬送器具８００をスナップ式
嵌合配置により受容および搭載する寸法に設定された開口部９３６を備えている。遠位鞘
部材キャップ９３８がハブ９０６の遠位端に取付けられている。輪環８１０は搬送器具８
００の収納器８０１に取付けられ、鞘部材キャップ９３４の開口部９３６の内部に先端部
８１２のスナップが嵌合させられる。
【００８０】
　搬送器具８００を用いて閉鎖デバイス１４０を設置する工程をここで説明する。まず、
血管に導入器鞘部材９０を設置するために、生理食塩水のような流体で満たした注射器９
５０は拡張組立体９２０の近位ネジの上にネジ止めされる。使用者が注射器プランジャー
９５２を沈降させようとすると、従来の拡張器（図示せず）が鞘部材キャップ９３４の中
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にスナップ式に嵌合した状態で、導入器鞘部材９００はガイドワイヤの上を伝って血管壁
に向かって組織路を通して挿入される。鞘部材９００がまだ組織路の内部にある間に、非
常に少量の生理食塩水が側面開口部９０４を通して注射器９５０から排出される。このよ
うに、プランジャー９５２の移動はほとんどない。しかし、導入器鞘部材９００が組織路
を通して前進させられ、血管壁を通って血管管腔に入ると、生理食塩水が側面開口部９０
４から流出するが（拡張器と鞘部材９００の内壁の間の隙間を流動した後に）、このよう
にして、プランジャー９５２をより素早く沈降させることができる。これにより、導入器
鞘部材９００が血管内に所望するとおりに設置され、閉鎖デバイスは、搬送器具８００を
介して鞘部材９００に挿通された際に血管管腔に確実に挿入されるという、視覚による感
触と触覚による感覚が得られる。
【００８１】
　導入器鞘部材９００が血管内の適所に置かれると、拡張器が取り出される。注射器９５
０は低温の生理食塩水で満たされ、或いは、拡張組立体９２０から取外され、低温の生理
食塩水を満たした別な注射器がネジ９２２に取付けられる。この低温の生理食塩水は搬送
中に閉鎖デバイス１４０に供与され、他の実施形態に関連して先に説明した低温のマーテ
ンサイト状態に脚部１４４と接続ワイヤ１４６を維持する。
【００８２】
　拡張器を取り出した後、搬送器具８００は導入器鞘部材９００を通して挿入する準備が
できる。閉鎖デバイス１４０は図３５に例示されているように搬送器具８００に設置され
、この時、クリップ脚部１４２はプッシャー８０６の長手方向軸線に沿ったスロットに包
含される。細長い部材１４２は外側チューブ８０５の拘束領域内に包含される。外側チュ
ーブ８０５は、導入器鞘部材９００に挿通されて同部材にスナップ式に嵌合すると、図示
のように導入器鞘部材９００の遠位先端部の近位に留まる。次に、プランジャー８０４が
沈降してプッシャー８０６を遠位方向に移動させて（フィンガー８０９が窓８０６ｂに設
置されるまで）閉鎖デバイス１４０を前進させるため、細長い部材１４２は外側チューブ
８０５の拘束領域を越えて移動し、更に、導入器鞘部材９００の遠位先端部を越えて移動
する。チューブ８０５と鞘部材９００の拘束領域の外側に出てしまうと、細長い部材１４
２は図３６に例示されているような横断位置へと旋回する。
【００８３】
　次いで、鞘部材９００と搬送器具８００が近位方向に引っ張られ、細長い部材１４２を
引っ張って血管壁を押圧する。細長い部材は、血管壁と当接してしまうと、鞘部材９００
と搬送器具８００の近位方向移動に抗して反力を付与する。その結果、鞘部材９００と器
具８００のこれに続く近位方向運動が鞘部材９００と器具８００の拘束領域からクリップ
脚部１４４を解放し、クリップ脚部１４４は体温で加温されると、それぞれの湾曲した記
憶された形状位置に戻る。次に、鞘部材９００と搬送器具８００が体内から取り出される
。
【００８４】
　図１８ないし図２０は、血管内に細長い部材を位置決めし直すのを容易にする搬送器具
の代替の実施形態を例示している。すなわち、これらの実施形態では、搬送（閉鎖付与）
器具は、当接表面が細長い部材の両側面の一方に係合するような形状になった突出遠位先
端部を有している。細長い部材の頂面に抗して当接面を押圧することで、細長い部材は強
制的に長手方向軸線に沿った位置に旋回して戻り、望ましいようであれば、血管から引き
出される。これは、クリップを配備する前に体内にクリップを位置決めし直すのをより容
易にできるようにする。
【００８５】
　より具体的には、図１８では、器具４００の突出先端部４０２は細長い部材９２の上面
９９に当接している。この図は器具３００を含む図１１Ａの閉鎖デバイス９０の使用を例
示している。図１９では、閉鎖デバイス１０’は図１（および図１５）の閉鎖デバイス１
０に類似しているが、但し、接続ワイヤ４２’のための分離した開口部を例外とする。細
長い部材１２’は旋回可能で、器具４１０の突出先端部４１２によって仮想線で例示され
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た位置まで戻る。
【００８６】
　図２０では、細長い部材１０２は閉鎖デバイス１００のオフセット縫合糸１０４により
横断位置へと偏倚させられる。細長い部材は器具の突出先端部により旋回させることがで
きる。
【００８７】
　図１７Ａおよび図１７Ｂは細長い部材の変形例を示している。閉鎖デバイス１２０は茸
型のサドル１２１を有しており、これが血管の穴の内側開口部を覆うように血管の内側壁
に当接するように機能する。サドル１２１は２個の側面１２５が下方向に湾曲した円形外
周部を有している。茎部１２４から延びるクリップ脚部１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ、
１２２ｄは上述のクリップ脚部と同じ態様で機能する。クリップ脚部１２２ａ～１２２ｄ
は刺通し先端部１２４ａ～１２４ｄを設けた状態で例示されているが、非刺通し先端部が
設けられても良い。この閉鎖デバイス２１０は2000年9月12日に出願された、本件譲受人
に譲渡された特許出願番号第09/659,648号により詳細に記載されているが、この出願の全
内容は引用されて本件の一部を成している。
【００８８】
　図２７および図２８は、クリップ脚部を細長い部材に接続する処理に対する異なるアプ
ローチを利用して、本発明の閉鎖部材の代替の実施形態を例示している。この実施例が前
述の実施形態と異なっているのは、この実施例が、製造を簡略化し、また、デバイスを簡
略化するために或る構成要素を排除して、閉鎖部材の各部を取付けることと、細長い部材
を偏倚させることの両方を目的として利用するために１個の要素しか利用する必要がない
ようにしているせいである。より具体的には、閉鎖デバイス６００は、図１の実施形態の
脚部３０に類似している４本の脚部６０２を備えており、その類似点は、それらが記憶さ
れた湾曲形状を備えているということである。チューブ６０４は細長い部材６０３に溶着
されるのが好ましいが、他の手段によって挿入成形され、或いは、取付けされてもよい。
チューブ６０４は螺旋状に切断されて可撓性を供与するとともに、チューブの屈曲を許容
している。チューブ６０４の近位端６０６の内部にクリップ脚部６０２が延びており、こ
れら脚部は領域６０８でチューブ６０４を通して溶着される。上記以外の取付け手段も利
用される。チューブ６０４の近位部６０６はクリップ脚部６０２に取付ける領域に剛性を
供与するように切断されているわけではない。螺旋状チューブはそれ自体幾つかの機能を
果たすが、クリップ脚部６０２を撓み性のある態様で細長い部材６０３に接続し、クリッ
プ脚部を維持し、細長い部材６０３を偏倚させて横断位置に移動させるという機能がある
。
【００８９】
　上記説明は多く特徴を含んでいるが、そのような特徴は開示の範囲を制限するものと解
釈されるべきではなく、好ましい実施形態の具体例にすぎないと見なされるべきである。
例えば、細長い部材（補修材）の前述の実施形態のいずれも、再吸収可能な材料または最
吸収不可能な材料のいずれから作成されてもよい。更に、前述の実施形態では、クリップ
部を図１０Ｊにあるような細長い部材に対して位置決めするのに、鋭角を設けてもよいし
、それ以外の角度を設けてもよい。更に、前述の実施形態のクリップ脚部を設置するにあ
たり、図１０Ｆにあるように長手方向軸線に沿った配向にしてもよいし、図１０Ｊにある
ような横断配向にしてもよいし、或いは、細長い部材に関して別な角度の配向にしてもよ
いし、勿論同様に、細長い部材の上面の平面に対して別な角度の配向にしてもよい。また
、本件に開示されている細長い部材の異なる形状を、本願に記載された実施形態に開示さ
れた多様なクリップ形状と併用することもできる。好適な材料を利用すれば、クリップ部
および細長い部材は単体構造にすることもできる。添付の特許請求の範囲の各請求項によ
り限定されるような開示の範囲および精神の範囲に入る可能な変形例は、当業者なら他に
も多数想起することができるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
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【図１】本発明の閉鎖デバイスの第１の実施形態の斜視図であって、クリップ脚部がそれ
ぞれの記憶された位置にあるのを例示した図である。
【図２】図１の閉鎖デバイスの底面図である。
【図３】図１の閉鎖デバイスの正面図であって（縫合糸は明瞭にするために図示されてい
ない）、クリップ脚部がそれぞれの記憶された位置に移動するのを例示するとともに、ク
リップ脚部が部分的に偏向した位置にあるのを例示した図である。
【図４】図１の閉鎖デバイスの正面図であって（縫合糸は明瞭にするために図示されてい
ない）、クリップ脚部がそれぞれの記憶された位置に移動するのを例示するとともに、ク
リップ脚部が更に偏向した位置にあるのを例示した図である。
【図５】図１の閉鎖デバイスの正面図であって（縫合糸は明瞭にするために図示されてい
ない）、クリップ脚部がそれぞれの記憶された位置に移動するのを例示するのを例示する
とともに、クリップ脚部がそれぞれの記憶した位置にあるのを例示した図である。
【図６】図１の閉鎖デバイスが部分的に導入器鞘部材から外に配備され、細長い部材が長
手方向軸線上の位置にあるのを例示した側面図である。
【図７】閉鎖デバイスが導入器鞘部材から更に外に配備され、細長い部材がその横断方向
位置まで回動できるようにした点を除いて図６に類似している側面図である。
【図８】接続ワイヤとクリップ脚部を閉鎖デバイスの輪環内に設置するのを例示した横断
面図である。
【図９Ａ】本発明の閉鎖デバイスが代替の構成の細長い部材を有している第２の実施形態
を例示した斜視図である。
【図９Ｂ】本発明の閉鎖デバイスがパドル状の細長い部材を有している第３の実施形態を
例示した斜視図である。
【図９Ｃ】図９Ｂの閉鎖デバイスの分解図である。
【図９Ｄ】図９Ｂの閉鎖デバイスの側面図である。
【図９Ｅ】図９Ｂの接続ワイヤとクリップ脚部を閉鎖デバイスの輪環内に設置するのを例
示した横断面図である。
【図１０Ａ】本発明の閉鎖デバイスのクリップ脚部が独立した平坦なワイヤ部から形成さ
れている第４の実施形態を例示した斜視図である。
【図１０Ｂ】本発明の閉鎖デバイスのクリップ脚部が矩形チューブ材から一体形成されて
いる第５の実施形態を例示した斜視図である。
【図１０Ｃ】閉鎖デバイスの第６の実施形態の斜視図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｃの閉鎖デバイスの分解図である。
【図１０Ｅ】図１０Ｃの閉鎖デバイスの側面図である。
【図１０Ｆ】本発明の閉鎖デバイスの第７の実施形態の斜視図である。
【図１０Ｇ】図１０Ｆの閉鎖デバイスの分解図である。
【図１０Ｈ】図１０Ｆの閉鎖デバイスの頂面図である。
【図１０Ｉ】図１０Ｈの線Ｉ－Ｉに沿って破断した断面図である。
【図１０Ｊ】本発明の閉鎖デバイスの第８の実施形態の斜視図である。
【図１０Ｋ】図１０Ｊの閉鎖デバイスの分解図である。
【図１０Ｌ】図１０Ｊの閉鎖デバイスの頂面図である。
【図１０Ｍ】図１０Ｌの線Ｍ－Ｍに沿って破断した断面図である。
【図１０Ｎ】図１０Ｌの線Ｎ－Ｎに沿って破断した断面図である。
【図１１Ａ】本発明の閉鎖デバイスの接続ワイヤが細長い部材の鳩目を通って延びている
第９の実施形態の斜視図である。
【図１１Ｂ】本発明の閉鎖デバイスの接続ワイヤが細長い部材に挿入成形されている第１
0の実施形態の斜視図である。
【図１１Ｃ】本発明の閉鎖デバイスの平坦なクリップ脚部が輪環と嵌合可能な保持機構を
備えている第11の実施形態の斜視図である。
【図１１Ｄ】細長い部材が再吸収可能な変動領域を備えているのを例示した概略図である
。
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【図１２Ａ】図１の閉鎖デバイスの第１の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、ガイドワイヤ上を伝って拡張器と鞘部材が標的血管に挿入されるのを示した
図である。
【図１２Ｂ】図１の閉鎖デバイスの第１の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、挿入器鞘部材の内部に配置された搬送器具が皮膚の開口部を通り、更に血管
壁の穴をとって血管の内部に挿入されるのを示した図である。
【図１２Ｃ】図１の閉鎖デバイスの第１の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、閉鎖デバイスの細長い部材が挿入器鞘部材の遠位端を越えて血管管腔内に前
進させられるのを示した図である。
【図１２Ｄ】図１の閉鎖デバイスの第１の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、閉鎖デバイスが近位方向に引っ張られたために、細長い部材が血管の内部壁
に当接し、穴の内部開口部を覆うようになったのを示した図である。
【図１２Ｅ】図１の閉鎖デバイスの第１の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、導入器鞘部材と搬送器具が十分に引き出されて閉鎖デバイスを十分に配備し
たため、クリップ脚部がそれぞれの記憶された位置に向けて移動して組織に係合したのを
示す図である。
【図１２Ｆ】導入器鞘部材が血管壁の穴の内部開口部と外部開口部を通って延びているの
を示した側面図である。
【図１３Ａ】図１の閉鎖デバイスの代替の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、拡張器と鞘部材がガイドワイヤ上を伝って標的血管に挿入されつつあるのを
示した図である。
【図１３Ｂ】図１の閉鎖デバイスの代替の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、導入器鞘部材の内部に配置された搬送器具が皮膚の開口部を通り、更に、血
管壁の穴を通して血管内部に挿入され、細長い部材を背部するのが望ましい位置まで持っ
てこられるのを示した図である。
【図１３Ｃ】図１の閉鎖デバイスの代替の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、導入器鞘部材が搬送器具内のスロットで近位方向に引き出され、閉鎖デバイ
スの細長い部材を血管内へ解放したのを示す図である。
【図１３Ｄ】図１の閉鎖デバイスの代替の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、閉鎖デバイスが近位方向に引っ張られたため、細長い部材が血管の内部壁に
当接して、穴の内部開口部を覆うようになったのを示した図である。
【図１３Ｅ】図１の閉鎖デバイスの代替の搬送方法を例示し、血管の一部を切開した斜視
図であって、導入器鞘部材と搬送器具が十分に引き出されて閉鎖デバイスを十分に配備し
たため、クリップ脚部がそれぞれの記憶位置へと移動し、組織と係合したのを示した図で
ある。
【図１４】閉鎖デバイスの一部が配備されたため、細長い部材がその横断位置で血管の内
部壁を押圧するようになったのを例示する、図１２Ｄおよび図１３Ｄに類似する斜視図で
ある。
【図１５】図１４に輪郭が描かれている閉鎖デバイスの領域を例示した拡大斜視図である
。
【図１６Ａ】スロットを設けたチューブが輪環の上に載置された搬送器具によって本発明
の閉鎖デバイスが設置される第12の実施形態を例示した斜視図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａのスロットを設けたチューブの斜視図である。
【図１６Ｃ】図１６Ａの輪環を貫いて破断した横断面図である。
【図１６Ｄ】閉鎖デバイスの設置を目的とした本発明の代替の搬送器具を例示し、器具の
１対の顎部が輪環に嵌合している（クリップ脚部は明瞭にするために排除されている）の
を示す斜視図である。
【図１７Ａ】本発明の閉鎖デバイスが茸型の穴被覆部材を備えている第13の実施形態の正
面図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａの閉鎖デバイスの側面図である。
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【図１８】閉鎖デバイス用の搬送器具が突出先端部を設けて細長い部材を旋回させるよう
にしたまた別な実施形態の側面図である。
【図１９】図１８の搬送器具を利用した図１５の閉鎖デバイスの側面図である。
【図２０】本発明の閉鎖デバイスのワイヤが細長い部材に関してオフセットされ、細長い
部材を偏倚させて横断位置に移動させるようにした第14の実施形態の側面図である。
【図２１】本発明の閉鎖デバイス用の搬送器具が１対の顎部を設けて閉鎖デバイスを把持
したり解放したりするようにしたまた別な代替の実施形態の斜視図である。
【図２２】顎部が閉鎖デバイスを把持しているのを例示した、図２１に輪郭が描かれてい
る領域の拡大図である。
【図２３Ａ】挿入チューブが導入器鞘部材に挿入するような形状になっているのを例示し
た斜視図である。
【図２３Ｂ】挿入チューブが導入器鞘部材の内部に設置されているのを例示した長手方向
軸線方向断面図である。
【図２４Ａ】搬送器具が導入器鞘部材に挿入されているのを例示した側面図である。
【図２４Ｂ】鞘部材と挿入チューブの断面と、その内部に設置された閉鎖デバイスを例示
する、図２４Ａの線Ｂ－Ｂに沿って破断された図である。
【図２５Ａ】搬送器具が導入器鞘部材に更に挿入されたのを示したのを除いて図２４Ａに
類似する側面図である。
【図２５Ｂ】導入器鞘部材の断面を示すとともに、そこに配置された閉鎖デバイスが鞘部
材を偏向させているのを例示した、図２５Ａの線Ｂ－Ｂを破断した断面図である。
【図２６Ａ】搬送器具が導入器鞘部材に十分に挿入されているのを例示したのを除いて図
２４Ａに類似している側面図である。
【図２６Ｂ】閉鎖デバイスが中に配置されて鞘部材を偏向させているのを例示した、図２
６Ａの線Ｂ－Ｂに沿って破断した断面図である。
【図２６Ｃ】図２６Ａの導入器鞘部材の遠位端の断面図である。
【図２６Ｄ】図１１Ｂの閉鎖デバイスが導入器鞘部材の内部に配置されているのを示した
のを除いて、図２６Ｂに類似する断面図である。
【図２７Ａ】本発明の閉鎖デバイスが螺旋状チューブを備えている第15の実施形態の斜視
図である。
【図２７Ｂ】図２７Ａの閉鎖デバイスが血管壁の穴を閉鎖するように設置されたのを例示
する斜視図である。
【図２８Ａ】１個のクリップ脚部を設けた閉鎖デバイスが偏向位置にあるのが例示された
第16の実施形態の側面図である。
【図２８Ｂ】クリップ脚部の移動の範囲を例示した、図２８Ａのクリップの側面図である
。
【図２９Ａ】１個のクリップ脚部を設けた閉鎖デバイスが部分的に偏向位置にあるのが例
示された第17の実施形態の側面図である。
【図２９Ｂ】クリップ脚部が十分に偏向された位置にあるのが例示された、図２９Ａの閉
鎖デバイスの側面図である。
【図３０】クリップ脚部が搬送器具内で真っ直ぐな位置にあるのが例示された、図２９Ａ
の閉鎖デバイスの側面図である。
【図３１】閉鎖デバイスの設置を目的とした本発明の搬送器具の別な代替の実施形態の斜
視図であって、器具が導入器鞘部材の内部に設置され、プランジャーが後退位置にあり、
注射器が拡張組立体に接続されているのを示した図である。
【図３２】プランジャーが後退位置にあるのを例示した、図３１の搬送器具の近位端の断
面図である。
【図３３】図３１の搬送器具（導入器鞘部材は明瞭にするために排除されている）の線Ｃ
－Ｃに沿って破断された横断面図である。
【図３４】図３１の搬送器具の一部が導入器鞘部材の内部に配置されているのを例示した
長手方向軸線方向断面図である。
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【図３５】搬送器具の遠位端と閉鎖デバイスとが導入器鞘部材の中にあるのを例示した側
面図である。
【図３６】細長い部材がプッシャーによって搬送器具と導入器鞘部材から前進させられた
のを例示する側面図である。
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