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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）内側シースと外側シースとを含む二重シースカテーテルであって、前記カテーテ
ル及び前記シースが、近位端と遠位端とを有し、前記シースの遠位端が互いに接続されて
固定されており、それによりそれらのシースは互いに対して動くことができず、前記内側
シースが流体送達ルーメンを画定し、前記外側シースが、圧潰位置と拡張位置との間で動
くことができる組織ロックを含み、前記組織ロックが、前記拡張位置にある場合に、両方
向対応可能な組織アンカーを形成する、二重シースカテーテルと、
　（Ｂ）前記カテーテルの前記近位端に接続されており、かつ、前記外側シースを長手方
向に前記内側シースに対してスライドさせることによって前記組織ロックを作動させるよ
うに構成されたアクチュエータと
を備える固定神経ブロックカテーテルシステムであって、
　前記組織ロックがマレコットであり、
　前記外側シースが、複数のマレコット拡張部を定める、複数の平行な長手方向のスリッ
トを含み、
　前記拡張部のそれぞれが、周囲の組織に対して、拡張部によって加えられる力を増大さ
せるように機能する１つ以上の一体形成ヒンジを含み、
　前記カテーテルが、エコー発生性をもたらすように構成されたコイルを備え、
　前記コイルが、前記内側シースに組み込まれている、固定神経ブロックカテーテルシス
テム。
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【請求項２】
　（Ａ）内側シースと外側シースとを含む二重シースカテーテルであって、前記カテーテ
ル及び前記シースが、近位端と遠位端とを有し、前記シースの遠位端が互いに接続されて
固定されており、それによりそれらのシースは互いに対して動くことができず、前記内側
シースが流体送達ルーメンを画定し、前記外側シースが、圧潰位置と拡張位置との間で動
くことができる組織ロックを含み、前記組織ロックが、前記拡張位置にある場合に、両方
向対応可能な組織アンカーを形成する、二重シースカテーテルと、
　（Ｂ）前記カテーテルの前記近位端に接続されており、かつ、前記外側シースを長手方
向に前記内側シースに対してスライドさせることによって前記組織ロックを作動させるよ
うに構成されたアクチュエータと
を備える固定神経ブロックカテーテルシステムであって、
　前記組織ロックがマレコットであり、
　前記外側シースが、複数のマレコット拡張部を定める、複数の平行な長手方向のスリッ
トを含み、
　前記拡張部のそれぞれが、周囲の組織に対して、拡張部によって加えられる力を増大さ
せるように機能する１つ以上の一体形成ヒンジを含み、
　前記カテーテルが、コイルを備え、
　当該コイルが、電気エネルギーを神経に送達し、かつ、神経の電気的活動による内部の
電気を伝達するように構成された双方向アンテナを備えるように構成される、固定神経ブ
ロックカテーテルシステム。
【請求項３】
　（Ａ）内側シースと外側シースとを含む二重シースカテーテルであって、前記カテーテ
ル及び前記シースが、近位端と遠位端とを有し、前記シースの遠位端が互いに接続されて
固定されており、それによりそれらのシースは互いに対して動くことができず、前記内側
シースが流体送達ルーメンを画定し、前記外側シースが、圧潰位置と拡張位置との間で動
くことができる組織ロックを含み、前記組織ロックが、前記拡張位置にある場合に、両方
向対応可能な組織アンカーを形成する、二重シースカテーテルと、
　（Ｂ）前記カテーテルの前記近位端に接続されており、かつ、前記外側シースを長手方
向に前記内側シースに対してスライドさせることによって前記組織ロックを作動させるよ
うに構成されたアクチュエータと
を備える固定神経ブロックカテーテルシステムであって、
　前記組織ロックがマレコットであり、
　前記外側シースが、複数のマレコット拡張部を定める、複数の平行な長手方向のスリッ
トを含み、
　前記拡張部のそれぞれが、周囲の組織に対して、拡張部によって加えられる力を増大さ
せるように機能する１つ以上の一体形成ヒンジを含み、
　前記カテーテルが、コイルを備え、
　当該コイルが、キンクしやすい場所で、前記カテーテルの耐キンク性を向上させるよう
に構成され、当該コイルは、長さを有し、長手方向に、１インチ当たりの巻き数が変化す
るか、又は前記コイルの長さに沿って、厚さが変化する、固定神経ブロックカテーテルシ
ステム。
【請求項４】
　前記カテーテルが、組織内で展開され、前記組織アンカーが作動した場合、半径方向の
力を前記組織に加えることにより、地表重力で少なくとも２００ｇの、軸方向の力による
軸方向の動きに耐えるように構成されている、請求項１～３のいずれかに記載の固定神経
ブロックカテーテルシステム。
【請求項５】
　前記カテーテルの壁のデュロメータ又は厚さが、耐キンク性を向上させるために変化す
る、請求項１～３のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシステム。
【請求項６】
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　（ａ）組織の内方成長を抑制するのに十分な、組織内方成長抑制剤物質による前記組織
ロックのコーティング、又は（ｂ）前記組織ロックの抗菌コーティングを更に含む、請求
項１～３のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシステム。
【請求項７】
　軸方向の力を超えた際又は前記組織ロックを解除していないにも関わらず前記カテーテ
ルが不用意に外れてしまった際に、前記組織ロックの圧潰を進める、前記組織ロックにお
けるもろい部分を含む、請求項１～３のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシ
ステム。
【請求項８】
　前記アクチュエータが、挿入後に圧搾された場合には解除することによって、解除して
いないにも関わらず外れてしまうことを防止するように構成された圧搾式双安定機構であ
る、請求項１～３のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシステム。
【請求項９】
　前記内側シースを通して挿入された針のリップまたは縁部を覆って形をなし、挿入中に
、前記アンカーが展開することを避けるように機能する前記カテーテルの前記遠位端のリ
ップまたは縁部を更に含む、請求項１～３のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテ
ルシステム。
【請求項１０】
　確実に正しく配置するために、前記カテーテルを通って配置され、且つ、神経又はボー
ラスを、ブロック後に直接見ることができるように構成されているか、又は、前記神経を
検出するように構成されている光ファイバーカメラ又はレンズを更に含む、請求項１～３
のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシステム。
【請求項１１】
　前記遠位端又は組織ロックのエコー発生性を向上させるように構成された、前記カテー
テルの遠位端又は組織ロックにおけるエコー発生コーティングを更に含む、請求項１～３
のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシステム。
【請求項１２】
　１つ以上の部品から、前記カテーテル又はシステムを組み立てることを含む、請求項１
～３のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシステムの作製方法。
【請求項１３】
　前記内側シースが、流体用の、複数の出口地点とすることができるように、前記組織ロ
ックの場所に、１つ以上の出口ポートを有する、請求項１～３のいずれかに記載の固定神
経ブロックカテーテルシステム。
【請求項１４】
　銀粒子もしくは銅粒子またはキトサンである、前記組織ロック上の抗菌コーティングを
更に含む、請求項１～３のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシステム。
【請求項１５】
　ヒアラーゼ、グルココルチコイド、メトトレキサートまたはタマネギ抽出ゲルである、
組織の内方成長を抑制するのに十分な、組織内方成長抑制剤物質による組織ロックのコー
ティングを更に含む、請求項１～３のいずれかに記載の固定神経ブロックカテーテルシス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明者：Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｈｏｆｉｕｓ、Ｍａｎｉｓｈ　Ｋｏｔｈａｒｉ、Ｃｈｕｎｙ
ｕａｎ　Ｑｉｕ、Ｐａｂｌｏ　Ｅ．Ｇａｒｃｉａ、及びＫａｒｅｎ　Ｓ．Ｋｏｅｎｉｇ、
全員メンローパーク、カリフォルニア在住
出願人：ＳＲＩ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．、Ｔｈｅ　Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　
Ｔｒｕｓｔｅｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｅｌａｎｄ　Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉ
ｔｙ、Ｃｈｕｎｙｕａｎ　Ｑｉｕ
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　本発明は、ＤＨＨＳ／米国食品医薬品局の助成金番号第１Ｐ５０ＦＤ００３７８２号の
もと、政府の支援を受けてなされたものである。政府は、本発明に一定の権利を有する。
　本出願は、２０１３年１月１８日に出願された米国特許出願第６１／７５４、４８４号
明細書、２０１３年７月１１日に出願された米国特許出願第６１／８４５、２３８号明細
書、２０１３月７月１１日に出願された米国特許出願第６１／８４５、２４４号明細書、
及び２０１３月７月１１日に出願された米国特許出願第６１／８４５、２４８号明細書の
優先権を主張するものであり、これらの出願の開示全体が、本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　動物モデルから臨床研究において増加している証拠によって、アポトーシスを発生させ
る可能性のある、すべての吸入麻酔薬の神経毒性が、シナプス形成を阻止し、神経炎症過
程を亢進させ、かつアルツハイマー病に関係があるタウ及びａＢ１の製造を妨げることが
証明されている。これらの悪影響は、若者及び高齢者の脳組織において、特に問題となる
。これらの悪影響により、彼らの臨床の第一次的な病状が、さらに拡大し、複雑になり、
長期にわたる心身の健康が脅かされる恐れがある。残念なことに、全身麻酔が、診断的な
処置又は外科的処置のために必要な場合、神経に対して安全な既知の吸入薬はなく、悪影
響が生じることを防止することができる既知の方法もない。また吸入薬の神経毒性は、用
量依存的であり、濃度及び暴露持続時間に依存する。
【０００３】
　上述の新たな知識及びすべての局所麻酔処置に関する、よく知られた安全性に関する特
性及び有効性に関する特性を考慮に入れて、局所麻酔が、局所麻酔のみで又は全身麻酔と
組み合わせて、より一般的になってきている。これは、局所麻酔により、吸入薬にさらさ
れることを効果的に避けることができるか、又は減少させることができるためである。自
身の手術に全身麻酔を望むすべての患者に対して、全身麻酔が呈示されるという従来の定
説は、現在は疑問視されており、ますます多くの外科医及び使用医師が、自分たちの患者
に対して、局所麻酔を自身の外科治療の一部と考えるように勧め始めている。
【０００４】
　局所麻酔は、２つのおおまかなカテゴリ、即ち中枢神経軸神経ブロック及び末梢神経ブ
ロックに分類することができる多種多様な技法を含む。脊椎麻酔及び硬膜外麻酔は、中枢
神経軸神経ブロックの２つの最も一般的な形態である。末梢神経ブロックは、末梢から脊
柱管まで、知覚神経、又は運動神経を目標とする多種多様な処置を含む。神経ブロックは
、超音波技術の向上及び迅速な採用により、急成長している麻酔に関する領域である。し
かしながら、不注意による血管穿刺及び認識されない血管内のカテーテルのずれは、珍し
いことではなく、これらは局所的な麻酔薬毒性につながり、全身発作及び心停止並びに神
経ブロックの失敗を引き起こす恐れがある。
【０００５】
　中枢及び末梢の両方の、超音波ガイド下の神経ブロックにおける最近の進歩は、それに
よる手術を普及させたが、従来の臨床現場を変化させることには失敗している。臨床医は
、依然として同じジレンマ、即ち単発の神経ブロックか、持続的な神経ブロックかの選択
と向き合っており、同じ結果、即ち神経ブロックの持続時間が短すぎるか、長すぎるかの
どちらかを受けている。単発の神経ブロックは、神経ブロックの場所、使用される薬物、
及び患者の特性により、短ければ４時間、長ければ２４時間持続し得る。持続的な神経ブ
ロックは、実行することが本質的に難しく、高価で、カテーテルのずれにより、結果が予
測できない。結果として神経ブロックは、純粋に、手術中、又は回復期の疼痛管理処置と
して使用され、この処置は、外科手術患者の機能回復と相反する場合が多い。例えば、膝
関節全置換術（ＴＫＲ）手術における長期間の大腿神経ブロックは、転倒のリスクを高め
、リハビリを遅らせ、入院期間（ＬＨＳ）を長引かせる恐れがある。他方、ＴＫＲにおけ
る効果がない大腿神経ブロックもリハビリを遅らせ、ＬＨＳを長引かせ、患者の満足度を
下げ、病院費を上げる恐れがある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１０２１８５２９号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７０２７０９２８号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００１００２５１６９号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（Ａ）内側シースと外側シースとを含む二重シースカテーテルであって、カテーテル及
びシースが、近位端と遠位端とを有し、シースの遠位端が、互いに接続されており、内側
シースが流体送達ルーメンを画定し、外側シースが、圧潰位置と拡張位置との間で動くこ
とができる組織ロックを含み、組織ロックが、拡張位置にある場合に、両方向対応可能な
組織アンカーを形成する二重シースカテーテルと、（Ｂ）カテーテルの近位端に接続され
ており、かつ、外側シースを長手方向に内側シースに対してスライドさせることによって
組織ロックを作動させるように構成されたアクチュエータとを備える固定神経ブロックカ
テーテルシステムであって、（ｉ）前記カテーテルが、組織内で展開され、前記組織アン
カーが作動した場合、半径方向の力を前記組織に加えることにより、少なくとも２００ｇ
の、軸方向の力による軸方向の動きに耐えるように構成されていること、（ｉｉ）（ａ）
前記内側シースに組み込まれており、エコー発生性をもたらすように、（ｂ）電気エネル
ギーを神経に送達し、かつ神経の電気的活動による内部の電気を伝達するように構成され
た双方向アンテナを備えるように、又は（ｃ）キンクしやすい場所で、前記カテーテルの
耐キンク性を向上させるように構成されたコイルであって、長手方向に、１インチ当たり
の巻き数が変化するか、又は前記コイルの長さに沿って、厚さが変化するコイル、（ｉｉ
ｉ）前記カテーテルの壁のデュロメータ又は厚さが、耐キンク性を向上させるために変化
すること、（ｉｖ）（ａ）組織の内方成長を抑制するのに十分な、組織内方成長抑制剤物
質による前記組織ロックのコーティング、（ｂ）前記組織ロックの抗菌コーティング、又
は（ｃ）組織の内方成長を抑制し、かつ、前記組織と前記外側シースの外径との間の前記
組織ロックを通って麻酔薬が逆流することを防止するように構成された、前記組織ロック
の覆い、（ｖ）前記内側シースが、前記拡張位置にある場合、流体が前記組織ロックを通
って漏れることを減少させるか又は阻むように構成されていること、又は前記内側シース
が、流体用の複数の出口地点とすることができるように、前記組織ロックの場所に１つ以
上の出口ポートを有すること、（ｖｉ）麻酔薬の逆流漏れを防止するように構成された、
前記外側シースに沿った、皮膚入り口地点における、１つ以上の突起、（ｖｉｉ）前記組
織ロックが、前記拡張位置にある場合、前記組織ロックを強化する一体成形ヒンジを備え
ること、（ｖｉｉｉ）軸方向の力を超えた際又は前記組織ロックを解除していないにも関
わらず前記カテーテルが不用意に外れてしまった際に、前記組織ロックの圧潰を進める、
前記組織ロックにおけるもろい部分、（ｉｘ）前記アクチュエータが、挿入後に圧搾され
た場合には解除することによって、解除していないにも関わらず外れてしまうことを防止
するように構成された圧搾式双安定機構であること、又は、前記カテーテルが、前記アク
チュエータとは別に解除機構をさらに含むこと、（ｘ）前記内側シースを通して挿入され
た針のリップまたは縁部を覆って形をなし、挿入中に、前記アンカーが展開することを避
けるように機能する前記カテーテルの前記遠位端におけるリップまたは縁部、（ｘｉ）確
実に正しく配置するために、神経又はボーラスを、ブロック後に直接見ることができるよ
うに構成されているか、又は、前記神経を検出するように構成されている、前記カテーテ
ルを通って配置された光ファイバーカメラ又はレンズ、および（ｘｉｉ）前記遠位端又は
組織ロックのエコー発生性を向上させるように構成された、前記カテーテルの遠位端又は
組織ロックにおけるエコー発生処理から選択される、さらなる改善点を含む、固定神経ブ
ロックカテーテルシステムは、一態様である。
【０００８】
　複数の実施形態では：



(6) JP 6134008 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

【０００９】
　カテーテルが、組織内（又は神経組織の周り）で展開され、組織アンカーが作動した場
合、半径方向の力を組織に加えることにより、少なくとも２００ｇの、軸方向の力による
軸方向の動きに耐えるように構成されており、
【００１０】
　カテーテルシステムが、（ａ）内側シースに組み込まれており、エコー発生性をもたら
すように、（ｂ）電気エネルギーを神経に送達し、かつ神経の電気的活動による内部の電
気を伝達するように構成された双方向アンテナを備えるように、又は（ｃ）キンクしやす
い場所で、カテーテルの耐キンク性を向上させるように構成されたコイルであって、長手
方向に、１インチ当たりの巻き数が変化するか、又はコイルの長さに沿って、厚さが変化
するコイルをさらに備え、
【００１１】
　カテーテルの壁のデュロメータ又は厚さが、耐キンク性を向上させるために変化し、
【００１２】
　（ａ）組織の内方成長を抑制するのに十分な、組織内方成長抑制剤物質による組織ロッ
クのコーティング、（ｂ）組織ロックの抗菌コーティング、又は（ｃ）組織の内方成長を
抑制し、かつ、組織と外側シースの外径との間の組織ロックを通って麻酔薬が逆流するこ
とを防止するように構成された、組織ロックの覆い、
【００１３】
　内側シースが、拡張位置にある場合、流体が組織ロックを通って漏れることを減少させ
るか又は阻むように構成されており、又は内側シースが、流体用の複数の出口地点とする
ことができるように、組織ロックの場所に１つ以上の出口ポートを有し、
【００１４】
　カテーテルシステムが、麻酔薬の逆流漏れを防止するように構成された、外側シースに
沿った、皮膚入り口地点における、１つ以上の突起をさらに備え、
【００１５】
　組織ロックが、拡張位置にある場合、組織ロックを強化する一体成形ヒンジを備え、
【００１６】
　カテーテルシステムが、軸方向の力を超えた際又は組織ロックを解除していないにも関
わらずカテーテルが不用意に外れてしまった際に、組織ロックの圧潰を進める、組織ロッ
クにおけるもろい部分をさらに含み、
【００１７】
　アクチュエータが、挿入後に圧搾された場合には解除することによって、解除していな
いにも関わらず外れてしまうことを防止するように構成された圧搾式双安定機構であるか
、又はカテーテルシステムが、アクチュエータとは別に解除機構をさらに含み、
【００１８】
　カテーテルシステムが、内側シースを通して挿入された針のリップまたは縁部を覆って
形をなし、挿入中に、アンカーが展開することを避けるように機能するカテーテルの遠位
端のリップまたは縁部をさらに含み、
【００１９】
　確実に正しく配置するために、神経又はボーラスを、ブロック後に直接見ることができ
るように構成されているか、又は、神経を検出するように構成されている、カテーテルを
通って配置された光ファイバーカメラ又はレンズ、
【００２０】
　遠位端又は組織ロックのエコー発生性を向上させるように構成された、カテーテルの遠
位端又は組織ロックにおけるエコー発生処理、
【００２１】
　組織ロックが、（ａ）複数のマレコット拡張部を定める、複数の平行な長手方向のスリ
ット、又は（ｂ）軸方向に圧縮された場合に外側に張り出す適合性材料を含む。
【００２２】
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　上述の神経ブロックカテーテルシステムの使用方法であって、（１）カテーテルの遠位
先端が、神経の薬理学的な近接部内に入るように、神経ブロックカテーテルシステムを誘
導するステップと、（２）組織ロックを係合するステップと、（３）薬剤を流すステップ
と、（４）針を取り出すステップと、（５）ボーラスで、又は持続的に、医師の裁量で、
持続的な疼痛管理治療を達成するために、薬剤を繰り返し流すステップと、（６）組織ロ
ックを外すステップと、（７）カテーテルを取り外すステップとから選択される、１つ以
上のステップを含む方法。
【００２３】
　複数の実施形態では：
【００２４】
　ステップ（１）は、神経刺激を利用して、又は利用しないで実行され、
【００２５】
　ステップ（１）は、超音波ガイドを利用して、又は利用しないで実行され、
【００２６】
　ステップ（３）は、薬剤を流した後に、結果として生じる治療効果を検出することをさ
らに含み、
【００２７】
　ステップ（３）の送達が、神経ブロックの開始になり、かつ本方法は、神経ブロックが
開始することに失敗した場合、又は神経ブロックが切れた場合に、結果として生じる治療
効果を検出することをさらに含む。
【００２８】
　使用医師が、挿入処置を、手術前に行うことを可能にする（及び、挿入が、手術の開始
時又は手術後に行われることを可能にする）ことによって治療の流れを改善する、上述の
神経ブロックカテーテルシステムの使用方法は、一態様である。
【００２９】
　カテーテルの遠位端の、神経に対する距離が、１ｍｍ未満に制限されており、カテーテ
ルの遠位端が、断続的、一時的に、神経から遠ざかる動きをする場合もあるが、その範囲
内に戻る、上述の神経ブロックカテーテルシステムを使用する方法は、一態様である。
【００３０】
　本明細書に実質的に開示され、かつ０ｇ～１０００ｇ、好ましくは０ｇ～７５０ｇ、よ
り好ましくは０ｇ～４００ｇの軸方向の力を支えるように構成された、神経ブロックカテ
ーテル又はカテーテルシステムは、一態様である。
【００３１】
　コイルを含み、（ａ）内側シースにコイルを組み込むことにより、エコー発生性カテー
テルを作り出すように、（ｂ）エコー発生性を高めるために、コイルに対して、小さな変
形部／ディボット／くぼみ／空気溜まりを追加するように、（ｃ）双方向アンテナとして
、コイルを使用するように、かつ／又は（ｄ）キンクしやすい場所で（近位で）、耐キン
ク性を向上させるために、長さに沿って、巻き数／インチを変化させるように構成された
、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカテーテル、又はカテーテルシステムで
あって、例えば、ｉ．皮膚の近位の部分が、５０巻き数／インチ（ＷＰＩ）のコイルを有
し、かつ皮膚の下に組み込まれた部分が、１００ＷＰＩのコイルを有し、コイルの厚さを
、例えばコイルの厚さの減少、柔軟性の減少等のために、変化させることができ、かつ／
又はｉｉ．カテーテルルーメンのデュロメータ、及び／又は壁の厚さが、皮膚に近い部分
と、遠い部分との間における、異なる柔軟性要求に応じる目的で、柔軟性を変化させるた
めに変化する神経ブロックカテーテル、又はカテーテルシステムは、一態様である。
【００３２】
　コイルを含み、（ａ）組織の内方成長を抑制するために、ヒアラーゼのような物質で、
組織ロックを被覆することと、（ｂ）内方成長を抑制するため、かつ／又は組織と、外側
シースの外径との間の組織ロックを通って、麻酔薬／鎮痛薬が逆流することをさらに防止
するために、シリコーンカバー、バルーン、さらなるシースで覆うこととにより、組織の
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内方成長を防止するように構成された、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカ
テーテル、又はカテーテルシステムは、一態様である。
【００３３】
　麻酔薬／鎮痛薬が、組織ロックを通って漏れることを、減少させるか、又は阻むように
構成された内側シースを含み、かつ／又は麻酔薬／鎮痛薬用の、複数の出口地点とするこ
とができるように、組織ロックの場所の、内側シースの表面に、１つ以上の出口ポートを
有する、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカテーテル、又はカテーテルシス
テムは、一態様である。
【００３４】
　逆流漏れを防止するように構成された、皮膚入り口地点における、１つ以上の突起を備
える、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカテーテル、又はカテーテルシステ
ムは、一態様である。
【００３５】
　マレコット拡張部の端部のそれぞれ、及び中間に、マレコット拡張部を強化するように
機能する、一体成形ヒンジを備える、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカテ
ーテル、又はカテーテルシステムは、一態様である。
【００３６】
　（ａ）解除していないにも関わらず、カテーテルが不用意に外れてしまった際に圧潰す
るように、ある軸方向の力を超えた（超越した）際、組織ロックの圧潰を進めるための、
組織ロックのもろい部分／ノッチ／より薄い部分と、（ｂ）挿入後に圧搾されると、常に
解除し、これにより、解除していないのに外れてしまうことを防止する目的で、作動／解
除を行うために圧搾する双安定機構と、（ｃ）使用医師が、作動のために、スライダ／ボ
タン等を依然として使用できるように、解除のためのみに使用される機構とを含む、１つ
以上のフェイルセーフモードを備える、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカ
テーテル、又はカテーテルシステムは、一態様である。
【００３７】
　カテーテルの先端が、針のリップ／縁部を覆って形をなし、かつ挿入中に、アンカーが
展開することを避けるように機能する、リップ、即ち縁部を含む、本明細書に実質的に開
示される、神経ブロックカテーテル、又はカテーテルシステムは、一態様である。
【００３８】
　確実に正しく配置するために、神経を、ブロック後に直接見ることができるように、カ
テーテルを通る（流体送達ルーメン、第２のルーメン、又は壁に組み込まれたを通る）、
薄い、光ファイバーカメラ、又はレンズを備え、光ファイバーカメラ、又はレンズが、最
初の挿入中、又は追従するブロックのために、使用されていてもよく、それが同じ場所に
依然として留まっているか否かを確認するため、例えば、最初のスナップショットとの比
較を提供し、かつ／又は赤外線カメラ、又は他の波長のカメラが、神経を検出するために
使用される、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカテーテル又はカテーテルシ
ステムは、一態様である。
【００３９】
　先端、及び／又は組織ロックのエコー発生性を向上させるため、さらに、いかなる部分
であれ、組織内で折れて外れた場合に探す際に、これらの部分を探すことが、より容易に
されていてもよいように、例えば、カテーテル先端、及び／又は組織ロックを、ＥＣＨＯ
－ＣＯＡＴ（商標）（即ち、高効率超音波反射体を生じさせる、微細な気泡を捕らえる表
面処理）等のエコー発生処理で被覆することにより、改善されたエコー発生性、及び破損
の修復を含む、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカテーテル、又はカテーテ
ルシステムは、一態様である。本明細書で使用される場合、「エコー発生処理」という用
語は、低エコー性か、高エコー性かのどちらかを強める、エコー発生性コーティングを含
む。
【００４０】
　神経を電極で突き止めるステップと、カテーテルを配置するステップと、ロックを係合
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させるステップと、薬剤を流すステップと、結果として生じる治療効果を検出するステッ
プと、ロックを外すステップと、かつ／又はカテーテルを取り外すステップとを含む、本
明細書に実質的に開示される、神経ブロックカテーテル、又はカテーテルシステムを使用
する方法は、一態様である。
【００４１】
　使用医師が、挿入処置を、手術前か、それに対して手術中かに行うことを可能にするこ
とにより、改善された治療の流れを提供する、本明細書に実質的に開示される、神経ブロ
ックカテーテル又はカテーテルシステムを使用する方法は、一態様である。
【００４２】
　カテーテルの先端の、神経に対する距離が、１ｍｍ又は０．５ｍｍに制限されており、
神経から遠ざかる、断続的、一時的動きがある場合もあるが、その範囲内に戻る（安全性
が肝要であり、大きな動きが可能になり、かつアンカーは、同じ局所的な組織に固定され
たままである。そのため、その局所的な組織が、基準の場所に戻る場合、カテーテル先端
も戻る）、本明細書に実質的に開示される、神経ブロックカテーテル又はカテーテルシス
テムを使用する方法は、一態様である。
【００４３】
　１つ以上の部品から、カテーテル、又はシステムを組み立てることを含む、本明細書に
実質的に開示される、神経ブロックカテーテル、又はカテーテルシステムを作製する方法
は、一態様である。
【００４４】
　（Ａ）内側シースと外側シースとを含む二重シースカテーテルであって、カテーテル及
びシースが、近位端と遠位端とを有し、シースの遠位端が互いに接続されており、内側シ
ースが流体送達ルーメンを画定し、外側シースが、圧潰位置と拡張位置との間で動くこと
ができる組織ロックを含み、組織ロックが、拡張位置にある場合に、両方向対応可能な組
織アンカーを形成する二重シースカテーテルと、（Ｂ）カテーテルの近位端に接続されて
おり、かつ、外側シースを長手方向に内側シースに対してスライドさせることによって組
織ロックを作動させるように構成されたアクチュエータとを備える固定神経ブロックカテ
ーテルシステムは、一態様である。患者の血管外に挿入される場合、組織ロックは、カテ
ーテルの遠位端が、目標とする神経の隣の最初の位置にあり、目標とする神経から所定の
距離にあるが、血管からは離れており、かつカテーテルの遠位端が、ずれた後でさえ、最
初の位置に戻るように、カテーテルの遠位端を、周囲の組織に固定するように構成されて
いる。また、組織ロックは、所定の軸方向の力が加えられた場合、圧潰するように構成さ
れている。さらに、カテーテルは、カテーテル内に配置された針を受けるように構成され
ており、針の遠位端は、カテーテルの遠位端から固定された距離にあり、カテーテルシス
テムは、針／カテーテルを患者に挿入する間、針の遠位端と、カテーテルの遠位端との間
の、固定された距離を維持するように構成されており、カテーテルシステムは、組織ロッ
クの展開中、針の遠位端と、カテーテルの遠位端との間の、固定された距離を維持するよ
うに構成されている。
【００４５】
　本明細書に説明されるいかなるカテーテルシステムも、内側シース内に配置された針と
、さらに組み合わされてもよい。したがって、内側シース内に配置された針と組み合わせ
た、本明細書に説明されるカテーテルシステムを含む一式は、一態様である。
【００４６】
　これら、及び他の態様は、本明細書に提供される本開示に基づき、当業者にとって明ら
かになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】マレコット型組織ロックを含む、一実施形態によるカテーテルの図である。
【００４８】
【図２】アクチュエータ及びカテーテルを含む、一実施形態によるカテーテルシステムの
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図である。
【００４９】
【図３】カテーテルを通る針とカテーテルリップとを含む、一実施形態によるカテーテル
の遠位端の図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　本発明の技術分野は、医療機器に関し、詳細には、カテーテル医療機器に関する。
【００５１】
　（Ａ）内側シースと外側シースとを含む二重シースカテーテルであって、カテーテル及
びシースが、近位端と遠位端とを有し、シースの遠位端が互いに接続されており、内側シ
ースが流体送達ルーメンを画定し、外側シースが、圧潰位置と拡張位置との間で動くこと
ができる組織ロックを含み、組織ロックが、拡張位置にある場合に、両方向対応可能な組
織アンカーを形成する二重シースカテーテルと、（Ｂ）カテーテルの近位端に接続されて
おり、かつ、外側シースを長手方向に内側シースに対してスライドさせることによって組
織ロックを作動させるように構成されたアクチュエータとを備える固定神経ブロックカテ
ーテルシステムは、一態様である。
【００５２】
　固定神経ブロックカテーテルシステムは、以下の１２点から選択される、さらなる改善
点を含む。（ｉ）カテーテルが、組織内で展開され、組織アンカーが作動した場合、少な
くとも２００ｇの、軸方向の力による軸方向の動きに耐えるように、半径方向の力を、組
織に加えるように構成されていること、（ｉｉ）（ａ）内側シースに組み込まれており、
エコー発生性をもたらすように、（ｂ）電気エネルギーを神経に送達し、かつ神経の電気
的活動による内部の電気を伝達するように構成された双方向アンテナを備えるように、又
は（ｃ）キンクしやすい場所で、カテーテルの耐キンク性を向上させるように構成された
コイルであって、長手方向に、１インチ当たりの巻き数が変化するか、又はコイルの長さ
に沿って、厚さが変化するコイル、（ｉｉｉ）カテーテルの壁のデュロメータ又は厚さが
、耐キンク性を向上させるために変化すること、（ｉｖ）（ａ）組織の内方成長を抑制す
るのに十分な、組織内方成長抑制剤物質による組織ロックのコーティング、（ｂ）組織ロ
ックの抗菌コーティング、又は（ｃ）組織の内方成長を抑制し、かつ、組織と外側シース
の外径との間の組織ロックを通って麻酔薬が逆流することを防止するように構成された、
組織ロックの覆い、（ｖ）内側シースが、拡張位置にある場合、流体が組織ロックを通っ
て漏れることを減少させるか又は阻むように構成されていること、又は内側シースが、流
体用の複数の出口地点とすることができるように、組織ロックの場所に１つ以上の出口ポ
ートを有すること、
（ｖｉ）麻酔薬の逆流漏れを防止するように構成された、外側シースに沿った、皮膚入り
口地点における、１つ以上の突起、（ｖｉｉ）組織ロックが、拡張位置にある場合、組織
ロックを強化する一体成形ヒンジを備えること、（ｖｉｉｉ）軸方向の力を超えた際又は
組織ロックを解除していないにも関わらずカテーテルが不用意に外れてしまった際に、組
織ロックの圧潰を進める、組織ロックにおけるもろい部分、（ｉｘ）アクチュエータが、
挿入後に圧搾された場合には解除することによって、解除していないにも関わらず外れて
しまうことを防止するように構成された圧搾式双安定機構であること、又は、カテーテル
が、アクチュエータとは別に解除機構をさらに含むこと、（ｘ）内側シースを通して挿入
された針のリップまたは縁部を覆って形をなし、挿入中に、アンカーが展開することを避
けるように機能するカテーテルの遠位端のリップまたは縁部、（ｘｉ）確実に正しく配置
するために、神経又はボーラスを、ブロック後に直接見ることができるように構成されて
いるか、又は、神経を検出するように構成されている、カテーテルを通って配置された光
ファイバーカメラ又はレンズ、及び（ｘｉｉ）遠位端又は組織ロックのエコー発生性を向
上させるように構成された、カテーテルの遠位端又は組織ロックにおけるエコー発生処理
。固定神経ブロックカテーテルシステムは、２点、３点、４点、５点、６点、７点、８点
、９点、１０点、又は１１点の改善点等の、１つより多いこのような改善点を、任意の組
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み合わせで含んでもよい。（すべての可能性のある組み合わせが、本発明の範囲内にある
ことが意図されている。）固定神経ブロックカテーテルシステムは、これらの改善点１２
点すべてを含んでもよい。また、カテーテルシステムのこれらの改善点、及び他の態様の
詳細は、以下に提供されている。本明細書で使用される場合、「神経ブロック」という用
語は、中枢神経軸神経ブロックと末梢神経ブロックとの両方を含むことが意図されている
。
【００５３】
システムの部品－カテーテル
　カテーテルは、内側シース及び共形の外側シースを含む。（本明細書で使用される場合
、「カテーテル」という用語は、内側シース及び外側シースを含む装置の一部分を指す。
一方、「カテーテルシステム」という用語は、カテーテル部分及びアクチュエータ部分を
指す。）カテーテル、内側シース及び外側シースは、近位端及び遠位端を有し、内側シー
スの近位端及び外側シースの近位端は、アクチュエータにそれぞれ接続されている。本明
細書を通して、「遠位端」及び「先端」という用語は、同じ意味で使用される。
【００５４】
　内側シースの遠位端及び外側シースの遠位端は、固定して接続されている。（即ち、両
遠位端は、互いに対して動くことはできない。）内側シース及び外側シースの、近位端及
び遠位端の間では、内側シースと外側シースとは、互いに接続されておらず、したがって
互いに対して動くことができる。外側シースは、内側シースに対してスライドすることが
でき（即ち、内側シースは、外側シース内にスライド可能に配置されている）、それらの
遠位端は、接続されたままである。
【００５５】
　内側シースは、流体送達ルーメンを画定する。内側シースの内径は、流体送達ルーメン
の幅を定め、この幅は、（部分的に）カテーテルシステムにより流すことができる流体の
容量を決定する。内径は、いかなる適切な値であってもよい。内側シースの例示的な内径
は、範囲０．５ｍｍ～３．５ｍｍ、０．５ｍｍ～３ｍｍ、もしくは０．５ｍｍ～２ｍｍの
範囲にあるか、又は未満３．５ｍｍ未満、３ｍｍ未満、２．５ｍｍ未満、２ｍｍ未満、も
しくは１．５ｍｍ未満か、又は０．５ｍｍ超、１ｍｍ超、１．５ｍｍ超、２ｍｍ超、２．
５ｍｍ超、もしくは３ｍｍ超である。内側シースは、完全に均質であってもよく、又は、
複数の実施形態においては、孔形式の、１つ以上の出口ポートを有してもよい。例えば、
内側シースは、流体送達ルーメンを通って流れる流体用の、１つ以上の出口地点とするこ
とができるように、組織ロックの場所に、１つ以上の出口ポートを有する。例えば、内側
シースは、２列～３０列、２列～１５列、もしくは２列～５列の出口ポート、又は２列超
、５列超、１０列超、もしくは１５列超の出口ポート、又は３０列未満、２０列未満、も
しくは１５列未満の出口ポートを有し、列のそれぞれが、２個～５０個、２個～３０個、
もしくは２個～１５個のポート、又は２個超、５個超、１０個超、もしくは２０個超のポ
ート、又は５０個未満、３０個未満、２０個未満のポートを有する。列は、投与された流
体をすべての方向に等しく投入するために、内側シースの外周の周りに、対称的に配置さ
れ得る。又は、列は、非対称の様式で流体を投入するために、非対称に配置され得る。
【００５６】
　患者に挿入される際、外側シースは、患者の組織に直接接触するのに対して、内側シー
スは、（内側シースの先端の断面を除いて）患者の組織に直接接触しない。また、患者に
挿入される際、外側シースの少なくとも一部は、システムを使用する医師に直接見えるの
に対して、内側シース全体は、視界から隠されたままである。外側シースの見える部分と
は、カテーテルの使用中、患者の体の外側に留まっている、カテーテルの長さのことであ
る。
【００５７】
　複数の実施形態では、外側シースは、逆流漏れ（即ち、皮膚からの流体の漏れ）を防止
するために、皮膚入り口地点に（外側シースの長さに沿って）、突起を有する。例えば、
システムは、外側シースの長さに沿って調整され得るリングを含んでもよい。リングは、
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外側シースを圧縮し、様々な侵入深さに調整するために、近位突起の場所を決定する。リ
ングは、カラーとして機能し、例としてはＯリングが挙げられ、リングの位置は、外側シ
ースの長さに沿って調整され得る。使用医師は、リングが皮膚入り口地点に配置され、こ
れにより、皮膚入り口地点での流体の漏れを阻むことができるように、リングを位置付け
ることができる。
【００５８】
　外側シースは、圧潰位置と拡張位置との間で動くことができる組織ロックを含む。組織
ロックは、両方向対応可能である。－即ち、組織ロックは、無数に繰り返して、圧潰位置
から拡張位置に動き、圧潰位置に戻ることができる。組織ロックは、カテーテルにより、
患者の体内の制御された場所に薬剤を流すことができるように、カテーテルの遠位端を固
定する。
【００５９】
　圧潰位置と拡張位置との間の動きは、外側シースを、内側シースに対してスライドさせ
ることによって引き起こされ（一方で、内側シースの遠位端及び外側シースの遠位端は、
接続されたままであり、かつ固定されたままである）、このようなスライドは、アクチュ
エータを作動させることによって引き起こされる。アクチュエータは、本明細書により詳
細に説明されるように、外側シースに直接的に接続されている。
【００６０】
　組織ロックは、拡張位置にある場合に、両方向対応可能な組織アンカーを形成する。組
織アンカーは、組織ロックにより、周囲の組織に加えられた力の結果である。本明細書に
説明されるように、この力は、カテーテルの操作を個別に設定するために、調整され得る
。組織ロックによって加えられる力の量は、（例えば、拡張位置において、組織ロックの
直径を、より大きくする、又はより小さくする）特定の物理的寸法、又は（例えば、幾分
固い材料等を用いることによる）特定の材料特性を有する組織ロックの製造等の製造時に
、選択することができる。
【００６１】
　複数の実施形態では、組織ロックは、マレコットであり、外側シースは、複数のマレコ
ット拡張部を定める、複数の平行な長手方向のスリットを有する。スリットの数は、変わ
ってもよく、数、又はマレコット拡張部を決定する。－例えば、４本のスリットにより、
４つのマレコット拡張部が生じる。複数の実施形態では、外側シースは、２本～２０本の
スリット、又は３本～１０本のスリット、又は厳密に３本、４本、５本、６本、７本、８
本、９本、もしくは１０本のスリットを有する。マレコット拡張部のそれぞれは、１つ以
上の一体成形ヒンジ、もしくは１つ以上の機械的ヒンジ、又はそれらの組み合わせを含ん
でもよい。このようなヒンジは、周囲の組織に対して、拡張部によって加えられる力を増
大させるように機能する。例えば、一体成形ヒンジ／機械的ヒンジは、各マレコット拡張
部の中心線に配置されてもよく、並びに、各拡張部の近位端及び／又は遠位端に配置され
ていてもよい（例えば、図１参照）。組織ロックがマレコットである場合、各マレコット
拡張部によって加えられる力、拡張部の数、任意の一体成形ヒンジ／機械的ヒンジの場所
（単数又は複数）、使用される材料及び他の要因が、カテーテルが耐えることができる軸
方向の力の量を決定し、さらに、拡張位置にある場合に、マレコット拡張部が周囲の組織
に加える力の量を決定する。
【００６２】
　複数の実施形態では、組織ロックは、張り出し組織ロックであり、組織ロックは、軸方
向に圧縮された場合に外側に張り出す適合性材料を含む。適合性材料は、剛性が小さくな
る材料組成物等の、外側シースの他の部分とは組成的に異なる材料を含んでもよい。代わ
りに、適合性材料は、外側シースの他の部分と組成的に同一であるが、機械的特性が異な
ってもよい。－例えば、適合性材料は、より薄くてもよい（例えば、厚さが等しいか、又
は１０％、２０％、３０％、４０％、もしくは５０％薄い）。組織ロックが張り出し組織
ロックである場合、拡張位置にある際に、張り出された組織ロックにより、周囲の組織に
加えられる力は主に、適合性材料の剛性及び張り出し部の寸法（例えば、圧潰位置から拡
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張位置に動いた場合の、組織ロックの直径の変化）によって決定される。張り出し組織ロ
ックは、上述のような、マレコット型組織ロック用の、１つ以上の一体成形ヒンジ、又は
機械的ヒンジを備えてもよい。
【００６３】
　複数の実施形態では、組織ロックは、カテーテルを隣の組織にさらに固定する、バーブ
又は他の突起を有する。バーブは、組織ロック又はカテーテルの主要部分の、一部又は表
面全体に配置されてもよい。バーブは、カテーテルが耐えることができる、軸方向の力の
量を増大させるように構成されてもよく、かつカテーテルの組織ロックが両方向対応可能
なままで、特定の予め定められた力を超えると、着脱することができるように（例えば、
機能しなくなるように）、さらに構成されてもよい。一実施形態では、バーブは、組織ロ
ックが係合した場合、周囲の組織をひどく損傷しない位に、十分に小さい。バーブは、硬
質であっても、又は可撓性であってもどちらでもよく、複数の実施形態では、吸収性材料
から作製されてもよい。マイクロバーブは、０．２５ｍｍ～１ｍｍ又は０．２５～０．５
ｍｍと同じくらい小さい可能性がある。複数の実施形態では、マイクロバーブは、肉眼で
見ることが難しく、組織がマイクロバーブの周りにめり込んだ場合に、固定を行うことが
できる。マイクロバーブはまた、本明細書に説明されるマレコットアンカーに関連付けて
使用され得る。
【００６４】
　複数の実施形態では、カテーテルは、組織ロックが拡張位置にある場合、少なくとも２
００ｇ、２５０ｇ、３００ｇ、３５０ｇ又は４００ｇの、軸方向に加えられた力による軸
方向の動きに耐えることができる。また、複数の実施形態では、カテーテルは、組織ロッ
クが拡張位置にある場合、半径方向に加えられた力による半径方向の動きに耐えることが
できる。「軸方向の動きに耐える」ということは、カテーテルが固定されている周囲の組
織に対して、そのカテーテル（特に、カテーテル先端）が、２ｍｍ未満、１．５ｍｍ未満
、１ｍｍ未満、又は０．５ｍｍ未満しか動かないことを意味する。「半径方向の動きに耐
える」ということは、カテーテルが固定されている周囲の組織に対して、そのカテーテル
（特に、カテーテル先端）が、２０度未満、１５度未満、１０度未満、５度未満、又は１
度未満しか回転しないことを意味する。
【００６５】
　複数の実施形態では、組織ロックは、既定より大きい軸方向の力がかかると、組織ロッ
クの圧潰が進むように、もろい部分（例えば、組織ロックの遠位端、又は組織ロックの長
さに沿った中間地点における、ノッチ又は薄い部分）を含む。例えば、組織ロックは、組
織ロックを解除しなくても、カテーテルが不用意に外れた場合は圧潰する。このような安
全機能のために、本明細書に説明されるカテーテルには、カテーテルが患者の体内で展開
した場合に、耐えられ得る軸方向の力の量に関して上限がある。このような上限は、例え
ば、１０００ｇ、９００ｇ、８００ｇ、７００ｇ、６００ｇ、５００ｇ、４００ｇ又は３
００ｇであってもよい。同様に、組織ロックは、既定より大きい半径方向の力がかかると
、組織ロックの圧潰が進むように、もろい部分を含んでもよい。組織ロックは、これらの
値を超える力により、周囲の組織に損傷が生じないように、いかなる力であれ、これらの
軸方向の力を受ければ圧潰するように構成されている。もろい部分には、組織ロックに沿
った様々な場所で、組織ロック（マレコット、張り出し部等）に切り込まれるか、そうで
なければ配置される、ノッチ、孔、スリット等が含まれる。もろい部分はまた、様々な場
所で、材料を弱くするために、熱又はエネルギーを加えることによって、作り出され得る
。
【００６６】
　カテーテルのキンクを避けることが望ましく、カテーテルの長さに沿った様々な地点で
、（特に、患者の体内に入る部分と比較して、患者の体外に留まるカテーテルの部分では
）柔軟性が変化することが必要である場合がある。したがって、本明細書に説明されるカ
テーテルシステムは、キンクを減少させるか、もしくは解消する、かつ／又はカテーテル
の柔軟性を変化させる、１つ以上の改善点を含むことがある。そのような改善点の例には
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、カテーテルのデュロメータを変化させること及びカテーテル壁の厚さを変化させること
が含まれる。一般的に、材料のデュロメータ又は柔軟性の変化は、（外側シースに対して
）内側シースに適用された場合、特に、内側シースが、外側シースよりも強い及び／又は
厚い実施形態において、最も効果的である。
【００６７】
　例えば、カテーテル材料（単数又は複数）のデュロメータ（即ち、硬度）を、柔軟性を
変化させるため、かつ、耐キンク性を変化させるために、変化させてもよい。一般的に、
高いデュロメータは、よりキンクしやすい材料を示す。一実施形態では、カテーテルにお
ける患者の外側に留まることが意図されている部分（例えば、カテーテルの長さの近位部
）は、患者の体内に入り、内部に留まることが意図されている部分（例えば、カテーテル
の長さの遠位部）と比較して、低いデュロメータで作製されてもよい。ポリマー材料のデ
ュロメータを、例えば、異なるデュロメータペレットを混ぜて押し出すことにより、又は
ポリマーの特性を変化させるため、ＵＶ照射等で、ポリマーを別々に処理することにより
、押出し工程中、カテーテルの長さにわたり、変化させることができる。例示的なデュロ
メータの測定値は、ショア２０Ａ～ショア１００Ａの範囲にある。
【００６８】
　さらに例を挙げれば、柔軟性を変化させるため、かつ、耐キンク性を変化させるために
、カテーテルの厚さを変化させてもよい。カテーテルの「壁」に対する言及は、内側シー
スと外側シースとのと組み合わせを指す。－したがって、壁の厚さとは、２つのシースの
厚さを組み合わせたものである。一般的に、壁が厚いと、よりキンクしやすい。複数の実
施形態では、カテーテルの遠位端におけるカテーテル壁の厚さは、０．０１インチ～０．
０７５インチの範囲にあり、カテーテルの近位端におけるカテーテル壁の厚さは、０．０
２５インチ～０．１０インチの範囲にある。これらの値内で、外側シース壁及び内側シー
ス壁の、それぞれの厚さは、所望の特性（剛性、強度等）を得るために、いかなる適切な
値をとることもできる。複数の実施形態では、内側シース壁は、５％、１０％、２５％、
５０％又は１００％厚い等、外側シース壁より厚いことがある。複数の実施形態では、内
側シース壁の厚さ及び外側シース壁の厚さは、同じであり、他の実施形態では、外側シー
ス壁の厚さは、内側シース壁の厚さより大きい（例えば、５％、１０％、２５％、５０％
又は１００％厚い）。近位端と遠位端との間の厚さは、絶え間なくかつ直線的に変化して
もよく、又はカテーテルの長さにおける皮膚入り口地点（もしくは、皮膚入り口地点と予
測される地点）の近くで、より急激に変化してもよい。
【００６９】
　複数の実施形態では、カテーテルは、使用医師に、（例えば、患者の皮膚の下で）カテ
ーテルが挿入された深さを示すための深さゲージを含む。例えば、ストライプ又は他のマ
ークが、先端を含めて、カテーテルの長さに沿って存在し、外側シースの外側に配置され
てもよく、組織ロックの表面が含まれていてもよい。ストライプ／マークは、深さを示す
ために、色分けされていてもよく、そうでなければ印が付けられていてもよい。複数の実
施形態では、このようなマークはまた、カテーテルのすべての部分が、挿入中、確実に無
傷なままであるように使用されてもよい。ストライプ／マークは、好ましい深さ、特に、
カテーテルが幾分キンクしやすい部分を含む場所を示すことができる。例えば、カテーテ
ルが耐キンク性の高い部分を含む場所では、深さゲージが、そのような部分は患者の体外
に留まるべきということを示してもよい。
【００７０】
　複数の実施形態では、カテーテルは、内側シースを通して挿入された針のリップ、即ち
縁部を覆って形をなす、カテーテルの遠位端の、リップ、即ち縁部を含む。例えば、カテ
ーテルのリップ／縁部は、カテーテルと針との組み合わせが患者の体内に挿入される際、
針が押圧し得る停止部を形成する。挿入中、カテーテルは、軸方向の力を受け、軸方向の
力により、摩擦で外側シースが圧縮され、組織ロックが、意図せず拡張する結果になる可
能性がある。カテーテルリップは、内側シースの一部、他のシースの一部、又は内側シー
スと外側シースとの両方の一部であってもよい。したがって、カテーテルリップ、即ち縁
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部は、挿入中に、アンカーが展開することを避けるように機能する。リップは、意図しな
いアンカーの展開に潜在的につながる、意図しないカテーテルの圧縮、特に外側シースの
圧縮を防止する。本明細書により詳細に記載されている、例えば図３を参照されたい。
【００７１】
　複数の実施形態において、カテーテルはコイルを含む。コイルは、（ａ）エコー発生性
をもたらすように、（ｂ）電気エネルギーを神経に送達し、かつ神経の電気的活動による
内部の電気を伝達するように構成された、双方向アンテナを備えるように、又は（ｃ）キ
ンクしやすい場所で、カテーテルの耐キンク性を向上させるように構成されてもよく、コ
イルは、長手方向に、１インチ当たりの巻き数が変化するか、又はコイルの長さに沿って
、厚さが変化する。
【００７２】
　複数の実施形態では、コイルは、エコー発生性をもたらすように構成されている。例え
ば、コイルは、内側シースに組み込まれ、エコー発生性材料から準備される。適切な材料
には、ステンレス鋼等の金属が含まれる。複数の実施形態では、小さな変形部、及び／又
はディボット、及び／又はくぼみが、コイルのエコー発生性を高めるために、コイルに存
在する。エコー発生性コイルにより、カテーテルに対してエコー発生性を付与することに
より、カテーテル先端の場所の可視化が進む。このように可視化が進むことは、カテーテ
ルの配置と、配置後のカテーテルの監視とを助ける。
【００７３】
　複数の実施形態では、コイルは、電気エネルギーを神経に送達し、かつ神経の電気的活
動による内部の電気を伝達するように構成された、双方向アンテナを備えるように構成さ
れている。そのようにして、コイルは、外部の電気を送達することができ、したがって刺
激カテーテルとして機能する。また、コイルは、元々生じていたか、又は誘発された神経
の電気的活動等による、内部の電気を伝達することができる。このような双方向の伝達は
、例えば、誘導又は神経検知操作中に、神経ブロックの場所を三角形に分けるために使用
され得る。
【００７４】
　複数の実施形態では、コイルは、キンクしやすい場所で、カテーテルの耐キンク性を向
上させるように構成されている。内側シース及び外側シースに対する耐キンク性の測定が
、本明細書に説明されており、耐キンク性の向上は、（代替的に、又は付加的に）例えば
、内側シースに組み込まれたコイルを使用することによって達成できる。そのようなコイ
ルを組み込むことによる耐キンク性は、様々な方法で得ることができる。例えば、コイル
は、コイルの長さに沿って、長手方向に変化する、１インチ当たりの巻き数（即ち、ピッ
チ）を有してもよい。一般的に、１インチ当たりの巻き数が少なければ（即ち、ピッチが
長ければ）、より柔らかい／曲がりやすいコイルになり、したがって耐キンク性が高くな
る。そのような状況は、患者の体外に留まることが意図されている部分である、カテーテ
ルの近位部に対して、特に適している。逆に、カテーテルの遠位部は、より短いピッチ、
したがって曲がりにくく、かつ耐キンク性が低いコイルから、利益を受ける。代替的又は
付加的に、コイルは、コイルの長さに沿って、厚さが変化してもよい。この文脈では、「
厚さ」とは、コイルを形成する素線の直径を指す。一般的に、厚さが大きいと、結果とし
て耐キンク性が大きくなる。ピッチが変化するように、厚さを、場所により、カテーテル
の長さに沿って、変化させることができる。－例えば、外側部分／近位部では、厚さを大
きくし、内側部分／遠位部では、厚さを小さくする。複数の実施形態では、皮膚入り口地
点に最も近いカテーテルの部分（この部分は、本明細書に説明されているような深さゲー
ジを使用して示される場合がある）は、例えば、厚さを最大にするか、又はピッチを最長
にすることにより、耐キンク性が最大になるように構成され得る。
【００７５】
　複数の実施形態では、コイルは、上述の機能のうち２つ以上の機能のために、構成され
得る。また、複数の実施形態ではコイルは、ＭＲＩ走査との親和性を高めるために、非鉄
材料（例えば、アルミニウム、亜鉛、チタン等）から準備されてもよい。
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【００７６】
　１種類以上のコーティングが、カテーテルに沿って存在してもよい。そのようなコーテ
ィングは、カテーテルのエコー発生性、組織の内方成長の抑制、又は抗菌性を高めるため
に適していてもよい。
【００７７】
　複数の実施形態では、カテーテルには、エコー発生処理が施される。例示的なエコー発
生処理には、ＥＣＨＯ－ＣＯＡＴ（登録商標）がある。エコー発生処理は、カテーテルの
遠位端（即ち、先端）、又は組織ロック、又は遠位部、又はカテーテルの長さ全体等の、
カテーテルのいかなる部分に対しても適用され得る。エコー発生処理は、先端及び／又は
組織ロックのエコー発生性を向上させるために使用されてもよい。エコー発生処理はまた
、患者の体内（例えば、患者の組織内）で折れて外れる可能性がある、カテーテルの任意
の部分を探すのを助けるために使用されてもよい。複数の実施形態では、エコー発生処理
は、先端及び／又は組織ロックで利用され、そのようなコーティングは、カテーテルの残
りの部分で利用されるエコー発生処理とは異なっている。この相違は、より容易に、先端
又は組織ロックを識別する目的で（例えば、下流における不十分な神経ブロックの診断、
又は鑑別診断のために）、型か、強度かのどちらかに、存在することがある。
【００７８】
　複数の実施形態では、カテーテルは、組織の内方成長（及び／又は線維症）を抑制する
コーティングを含む。例示的な内方成長抑制コーティングには、化合物であるヒアラーゼ
がある。さらなる例には、グルココルチコイド（線維芽細胞を抑制し、かつ瘢痕形成を抑
制するとして知られているステロイド）、メトトレキサート（細胞増殖を抑制する化学療
法）、ＭＥＤＥＲＭＡ（登録商標）（皮膚線条、又は瘢痕組織を治療するために使用され
るタマネギ抽出ゲル）等が含まれる。内方成長抑制剤は、長期の挿入時間にわたり（「長
期」とは、少なくとも５日、又は５日、７日、９日、１１日、１４日、２１日もしくは２
８日より長いか、又は等しいことを意味する）、カテーテルの組織ロック、又は他の部品
における組織の望ましくない内方成長を、確実に最小限にするか、又は防止するために存
在する。内方成長抑制コーティングの代わりに、又はこれに加えて、内方成長抑制剤化合
物は、カテーテルが挿入されている間、カテーテルのルーメンを通して、流され得る。内
方成長抑制コーティングは、カテーテル長さ全体、又はカテーテルの組織ロック、遠位端
、もしくは遠位部等の選択部分にわたって、存在することができる。
【００７９】
　複数の実施形態では、カテーテルは、抗菌コーティングを含む。例示的な抗菌コーティ
ングには、銀粒子、又は銅粒子、キトサン等が含まれる。抗菌コーティングは、本明細書
に説明されるような、長期の挿入時間が意図されているカテーテルに、特に適している。
抗菌コーティングは、カテーテルの長さ全体にわたり、又はカテーテルの組織ロック、遠
位端、もしくは遠位部等の選択部分にわたって、存在することができる。
【００８０】
　エコー発生性、抗菌性及び内方成長抑制コーティングのいかなる組み合わせも、存在し
得る。複数の実施形態では、抗菌コーティング、及び内方成長抑制コーティング（このよ
うな組み合わせは、長期の挿入時間が意図されているカテーテルに、特に適している）等
の、２つ以上のそのようなコーティングが存在する。複数の実施形態では、３つのすべて
のコーティングが存在する。また、カテーテルの別々の部分を、別々に被覆してもよい。
例えば、遠位端は、エコー発生処理で被覆されてもよく、一方、カテーテルの組織ロック
、及び（遠位端を含む、又は含まない）遠位部は、抗菌コーティングで被覆されてもよい
。他の組み合わせ、及び配置も可能であり、本開示の範囲内にある。
【００８１】
　カテーテルは、いかなる適切な長さであってもよく、意図される用途により、通常、所
望の長さは影響を受ける。例えば、カテーテルの長さは、５ｃｍ～３０ｃｍの範囲にあっ
てもよい。複数の実施形態では、カテーテルは、カテーテルの長さの約１０％～約５０％
が、患者の体外に留まることが意図される（かつ本明細書では、「近位部」と呼ばれる）
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ように、かつ一方では、カテーテルの長さの約５０％～約９０％が、患者の体内に挿入さ
れることが意図される（かつ本明細書では、「遠位部」と呼ばれる）ように、構成されて
いる。
【００８２】
システムの部品－カテーテルシステム
　カテーテルシステムは、カテーテル、及びアクチュエータを含む。様々なアクチュエー
タが適している。アクチュエータは、カテーテルの近位端に配置され、かつ外側シースの
近位端に直接的に接続されている機構である。アクチュエータは、第１の動作で、外側シ
ースを、内側シースに対して、両方向対応可能に、及び軸方向にスライドするように機能
し、これにより、外側シースを軸方向に圧縮する。この軸方向の圧縮により、組織ロック
が、圧潰位置から拡張位置に動く。アクチュエータはまた、部分動作（例えば、第１の動
作の逆による）で、外側シースを圧縮解除するように機能し、これにより、組織ロックを
、拡張位置から圧潰位置に動かす。
【００８３】
　アクチュエータはさらに、外側シースの位置（したがって、組織ロックの状態）が微動
しないこと、そうでなければ、望ましくなく変化しないことを確実にするために、ロック
を含んでもよい。
【００８４】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、ハブを圧搾することによって作動し、かつ解
除される、双安定機構である。例えば、双安定機構は、挿入後に機構が圧搾される際はい
つでも、組織ロックを常に解除し（即ち、デフォルト位置は、組織ロックが拡張した位置
である）、これにより、解除していないのに不用意に外れてしまうことを防止するように
構成されている。
【００８５】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、組織ロックを作動させるボタンである。
【００８６】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、ばね搭載式ボタン作動部である。この構成は
、シースに対する同心円状のばねと共に動作する。ボタンは、外側シースを押圧／引き寄
せするために、ばねを解放し、かつ引き戻す。
【００８７】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、クランクホイール機構である。このような機
構は、シースの転がり運動を直線運動に変換し、これによりアンカーを作動させる。
【００８８】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、スコッチヨーク機構の変形である。このよう
な機構は、シースの転がり運動を直線運動に変換し、これによりアンカーを作動させる。
【００８９】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、捻転遠位ハブである。このような実施形態の
利点は、捻転運動は、カテーテルの長い軸線にとって常態的なものであり、したがって、
医師が、作動中に、カテーテルを、不注意に前進、又は後退させてしまうことがないこと
である。
【００９０】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、ロールホイールである。このような実施形態
の利点は、ロールホイールは、全体の長さが短く、片手で作動させることができることで
ある。
【００９１】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、押圧／引き寄せリニアスライダである。この
ような実施形態の利点は、押圧／引き寄せリニアスライダは、全体の長さが短く、片手で
作動させることができ、ロールホイールよりも可動部が少ないことである。
【００９２】
　複数の実施形態では、カテーテルシステムは、解除機構－即ち、アクチュエータから離
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れており、解除のためのみに使用される機構を含む。このような実施形態では、医師は、
作動のために、スライダ／ボタン／ノブ等を、依然として使用することができる。
【００９３】
　複数の実施形態では、アクチュエータは、使用医師用に、適切なグリップをもたらすハ
ブの一部である。カテーテル用のハブは、いかなる適切な形状、例えば、円形、四角形、
三角形、又は楕円形をとってもよい。任意のそのような形状はまた、グリップを向上させ
るために、リッジ、突起、ディボット、ディンプル、表面仕上げにおける変形、主要部分
寸法における変形等を含んでもよい。
【００９４】
　複数の実施形態では、カテーテルシステムはまた、カテーテルを通って配置された光フ
ァイバーカメラ、又はレンズを含む。光ファイバーカメラ、又はレンズは、確実に正しく
配置するために、神経（及び／又はボーラス）を、ブロック後に直接見ることができるよ
うに構成されているか、又は神経を検出するように構成されている。複数の実施形態では
、カメラ／レンズは、流体送達ルーメン、もしくは第２のルーメン、又はカテーテル壁を
通って配置されている。複数の実施形態では、カメラ／レンズは、内側シースと、外側シ
ースとの間に配置されており、又は流体送達ルーメンから離れていて、かつ流体送達ルー
メンに平行なルーメン内に配置されていてもよく、又は内側シース内、もしくは外側シー
ス内に組み込まれていてもよい。複数の実施形態では、システムは、使用医師に、カメラ
から、直接画像を送信するように構成されており、又は、カメラからの神経／ボーラスの
画像の処理に基づき近接度を計算するアルゴリズムが、使用される。カテーテルの近接度
を、理想的な近接度の提案（即ち、「十分に近くない」、「近すぎる」、又は「ちょうど
よい」）と共に、医師に中継することができる。カメラ／レンズは、カテーテルの最初の
挿入中、及び／又は追従するブロックのために、使用され得る。追従するブロックのため
に、最初の画像との比較が、カテーテル先端が最初の場所に留まっているか否かを確認す
るため、又はカテーテル先端が動いた度合いを確認するために使用され得る。複数の実施
形態では、カメラ／レンズを、発生したいかなるずれであれ、補正することを助けるため
に、使用することができる。複数の実施形態では、赤外線カメラ、又は他の波長のカメラ
を、神経を検出するために使用することができる。
【００９５】
　複数の実施形態では、カテーテルシステムは、針先端の斜角が、挿入中、一貫しており
、かつ予測可能な角度に設定されるように、針を、設定された向きにロックするように構
成された針ロックをさらに含む。
【００９６】
　複数の実施形態では、カテーテルシステムは、外側シースカラーを含む。外側シースカ
ラーは、アクチュエータが、外側シースを引き寄せ／押圧するための手段（例えば、リッ
プ、縁部等）を備える。外側シースカラーを、外側シースの押圧／引き寄せを助けるため
に、任意のアクチュエータと共に使用することができる。例えば、図２を参照されたい。
【００９７】
　本明細書に説明されるカテーテルシステムは、カテーテル内を針が通る設計に、特に適
している。しかしながら、システムは、針内をカテーテルが通る設計にも使用され得る。
また、硬質な、幾分鋭利なカテーテルを、針の必要性と、完全に置き換えることができる
。そのような設計は、例えば、硬質な、幾分鋭利な、外側シース、及び／又は内側シース
を含む可能性がある。
【００９８】
　複数の実施形態では、本明細書に説明されるカテーテルシステムは、流体の逆流を防止
するのに効果的である。例えば、カテーテル内を針が通る設計においては、カテーテルの
孔は、針の孔より大きく、そのため、カテーテルの孔が、プラグの役割を果たす。さらに
例を挙げれば、組織ロックがマレコットである場合、マレコットは、カテーテルから突出
し、より大きなプラグ効果を生み出す。また、本明細書に説明されるカテーテルは、外壁
に沿った流体の流れを最小限にするように、設計されている／構成されている。例えば、
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血管外カテーテルでは、外壁に沿って、流体が流れることができなければならない。しか
し、本明細書に説明されるカテーテルの場合、本発明者らは、どちらかの方向（逆流、又
は順流）での、カテーテルの外面における、いかなる流体の流れも最小限にしている。
【００９９】
材料、及び準備
　カテーテルシステムは、本明細書に説明される材料等の、適切な材料から準備される。
複数の実施形態では、カテーテルは、ナイロン、ＨＴＰＥ、ポリウレタン、ポリエチレン
、ＰＥＥＫ等の、ポリマー材料から準備される。例えば、内側シース、及び外側シースは
、どちらもポリマー材料であり、ポリマーの選択は、所望の特性（殺菌可能性、可撓性、
非多孔性等）に従って行われる。内側シース、及び外側シースは、異なる材料から作製さ
れてもよく、又は同じ材料から作製されてもよい。
【０１００】
　接着剤を、カテーテルシステムの組立中、適切な場所に、使用することができる。例え
ば、接着剤を、内側シースの遠位端と、外側シースの遠位端とを合わせて接着するために
、又はハブの部分を合わせて接着するために、もしくは、ハブの部分を、内側シース、又
は外側シースに対して接着するために、使用することができる。
【０１０１】
　いかなる適切な殺菌方法も、カテーテルシステムの製造において、使用することができ
る。例としては、エチレンオキシド、オートクレーブ、ＵＶ照射、超音波処理等を用いた
／による処理が挙げられる。
【０１０２】
使用方法
　説明されるカテーテルシステムは、留置神経ブロックの用途に適している。複数の実施
形態では、カテーテルは、目標とする神経から適切な距離で、血管外に挿入される。例え
ば、適切な距離（カテーテル先端から神経までを測定する）とは、１ｍｍ、０．８ｍｍ又
は０．５ｍｍより小さいか、これと等しい。一般的に、説明された方法は、針／カテーテ
ルの先端を、ある距離内に誘導することと、その後、組織ロックを展開することとを含む
。針／カテーテルの先端を誘導することには、（本明細書に説明されるように、カテーテ
ル内にあるか、又はカテーテルを包むかのどちらかである）針の存在が必要である。針は
、組織ロックが係合した（即ち、拡張位置に動いた）後、取り出される。カテーテル先端
の最初の配置が失敗した場合は、カテーテルが患者から取り出され、針がカテーテル内に
再び挿入されてもよく、カテーテル／針の組み合わせの配置を、再度試みることができる
。針は、刺激針であってもよく、又は無刺激針であってもよい。
【０１０３】
　挿入後、患者が大きな組織を動かす際等に、神経から遠ざかる、カテーテルの断続的、
一時的動きがある可能性がある。しかしながら、カテーテル先端は、適切な距離内の位置
に戻る。理論に縛られることを望むものではないが、組織ロックは、同じ局所的な組織に
固定されたままである。したがって、局所的な組織で大きな動き（例えば、患者による筋
肉の動き）があったとしても、カテーテルは、組織が元の場所に戻る際に、元の場所に戻
る。
【０１０４】
　上述の神経ブロックカテーテルシステムを使用する方法であって、（１）カテーテルの
遠位先端が、神経の薬理学的な近接部内に入るように、神経ブロックカテーテルシステム
を誘導するステップと、（２）組織ロックを係合するステップと、（３）薬剤を流すステ
ップと、（４）針を取り出すステップと、（５）ボーラスで、又は持続的に、医師の裁量
で、持続的な疼痛管理治療を達成するために、薬剤を繰り返し流すステップと、（６）組
織ロックを外すステップと、（７）カテーテルを取り外すステップとから選択される、１
つ以上のステップを含む方法は、一態様である。
【０１０５】
　例えば、本方法は、ステップ（１）、及びステップ（２）を含んでもよい。例えば、本
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方法は、ステップ（１）、ステップ（２）、及びステップ（３）を含んでもよい。例えば
、本方法は、ステップ（１）、ステップ（２）、ステップ（３）、及びステップ（４）を
含んでもよい。例えば、本方法は、ステップ（１）、ステップ（２）、ステップ（３）、
ステップ（４）、及びステップ（５）を含んでもよい。例えば、本方法は、ステップ（１
）、ステップ（２）、ステップ（３）、ステップ（４）、ステップ（５）、ステップ（６
）、及びステップ（７）を含んでもよい。
【０１０６】
　ステップ（１）は、神経刺激を利用して、又は利用しないで実行されてもよく、かつ、
超音波ガイドを利用して、又は利用しないで実行されてもよい。ステップ（３）は、薬剤
を流した後に、結果として生じる治療効果を検出することをさらに含んでもよい。ステッ
プ（６）、及びステップ（７）は、疼痛管理治療の完了後に実行される。ステップ（５）
は、カテーテルが挿入されたままである限り、実行される可能性がある。
【０１０７】
　複数の実施形態では、ステップ（３）の送達が、神経ブロックの開始になる。いくつか
のそのような実施形態では、ステップ（３）が実行されたが失敗した場合、及び神経ブロ
ックが開始することに失敗した場合、又は神経ブロックが切れた場合に、本方法は、結果
として生じる治療効果を検出することをさらに含んでもよい。
【０１０８】
　複数の実施形態では、ステップ（１）～ステップ（４）は、合わせて、カテーテルの最
初の挿入の一部である。ステップ（３）は、任意のステップであり、最初の挿入から省略
してもよい。ステップ（５）は、カテーテルが挿入されたままである限り実行され、繰り
返される送達は、スケジュールに従ったものであってもよいし、又は必要に応じてであっ
てもよい。ステップ（６）～ステップ（７）は、疼痛管理治療の完了時か、そうでなけれ
ばカテーテルの使用の完了時に実行される。
【０１０９】
　カテーテル先端の配置は、受動的であるか、能動的であるかのどちらかである。例えば
、カテーテル先端を最初に配置することは、複数の実施形態では、カメラ、又は他の画像
技術を用いた可視化を含んでもよく、このような配置は、能動的な、目的主導型の作業で
ある。対照的に、（例えば、患者による大きな組織の動きにより）少しでもずれた後に、
最初の位置に戻るために、カテーテル先端が帰ることは、組織ロックによる固定の結果で
ある受動的な作業である。
【０１１０】
　本明細書に説明されるカテーテルシステムは、様々な流体を流すのに適している。例と
しては、鎮痛薬、及び麻酔薬が挙げられる。長期間の疼痛管理に適している流体等の他の
流体（例えば、アルコール等）も、流すのに適している。
【０１１１】
　カテーテルシステムは、様々な理由又は医療処置のために、使用／挿入され得る。シス
テムを、手術前、手術中又は手術後に、所望の際に挿入することができる。カテーテルを
、例えば疼痛管理のために、排出後に使用することもできる。したがって、カテーテルシ
ステムにより、挿入することを、使用することから分離することができる。－挿入のステ
ップを、使用医師及び／又は患者の都合のよいときに行うことができ、かつ挿入されたカ
テーテルシステムを、必要な場合には使用することができる。
【０１１２】
　いくつかの特定の適切な用途には、麻酔に関する処置（例えば、持続硬膜外麻酔、持続
脊椎麻酔、持続末梢神経ブロック）、疼痛管理処置（例えば、経皮的高周波椎間板減圧術
等のカテーテルに基づく椎間板内手術、ＩＤＥＴ、及びバイアクプラスティ等の熱環状処
置、従来の、かつ機能的な椎間板造影、パルス水冷式高周波、脊髄刺激装置、末梢神経刺
激装置、髄腔内ポンプ等の持続的な髄腔内の薬物送達システム）、外科的用途（例えば、
外科用ドレーン、腎瘻ドレーン、フォーリーカテーテル）、硬膜外麻酔等が含まれる。
【０１１３】



(21) JP 6134008 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

　本カテーテル装置は、血管外での使用のみが意図されており、血管外での使用のみに適
している。本カテーテル装置は、血管内カテーテルとして使用するには適しておらず、血
管内カテーテルとして使用することを意図されていない。
【０１１４】
　本カテーテル装置は、医師が使用するのに適している。本明細書で使用される場合、「
使用医師」には、例えば、カテーテル装置に適した本明細書に説明される医療処置（例え
ば、疼痛管理、手術等）に関わる麻酔科医、及び他の医師が含まれる。
【０１１５】
　ここで図１を参照すると、カテーテル１００が示されており、内側シース１０を囲む外
側シース２０を含んでいる。外側シース２０は、複数のマレコット拡張部３０を定める、
複数の長手方向のスリット（番号は付けられていない）を含む。マレコット拡張部３０は
、一体成形ヒンジ３５を備える。
【０１１６】
　ここで図２を参照すると、カテーテルシステム２００が示されており、内側シース１０
を囲む外側シース２０を含んでいる。アクチュエータ４０は、雄ねじ５０及び外側シース
カラー６０を含む。外側シースカラー６０は、雄ねじ５０と、外側シース２０との間にイ
ンタフェースを提供する。アクチュエータ４０は、円形ハブ７０ａ及び四角形ハブ７０ｂ
を含むハブの一部である。
【０１１７】
　ここで図３を参照すると、カテーテルシステム３００が示されており、カテーテル９０
内に配置された針８０を含んでいる。カテーテル９０は、リップ９５を含み、リップ９５
は、針８０が押圧し得るブロック部を提供する。カテーテルの配置中、カテーテルが患者
の体内に挿入される際、カテーテルは、図３に示される黒一色の矢印の方向に、軸方向の
力を受ける。リップ９５は、カテーテルの遠位部分が、挿入中、針の先端より先にスライ
ドしてしまうことを防止する。このようなスライドは、組織ロックの意図しない拡張（不
図示）を引き起こす恐れがある。したがって、リップ９５は、組織ロックの早すぎる展開
を防止する助けになる。
【０１１８】
　複数の実施形態では、本明細書に説明される技術は、カテーテルのずれを減少／解消し
、これにより使用医師は、手術前に確信を持って、カテーテルを配置することができるよ
うになる。挿入されたカテーテルは、手術前、手術中、及びより長期間の疼痛管理のため
に、断続的に手術後に、ボーラス注射を投与するために使用される。これにより、治療の
流れが改善される。カテーテルは、絶えず麻酔を点滴注入して手術後の疼痛管理を行うた
めに、バルーンポンプに取り付けることができ、又は断続的なボーラス注射を行うポンプ
と共に、使用することができる。説明された方法は、カテーテルの配置に費やされる手術
室（ＯＲ）での時間を減少させ、手術後の疼痛管理のための麻酔剤の使用を減少させる。
複数の実施形態では、本方法及び本装置により、針挿入処置をやり直す必要なく、単発ボ
ーラスの送達及び／又は持続的な麻酔の送達を、手術前に開始することができる。カテー
テルシステムを、ボーラス注入か持続注入かのどちらか、又は両方の組み合わせのために
使用してもよい。また、ボーラス注入又は持続注入（どちらか、又は両方）を、手術前、
手術中又は手術後に使用してもよい。
【０１１９】
　本発明を、本発明における特定の実施形態の例を用いて説明してきたが、前述の説明及
び後述の例は、説明目的であることが意図されており、本発明の範囲を限定することを意
図するものではないことを理解されたい。様々な変更がなされてもよく、均等物が、本発
明の範囲から逸脱することなく、置き換えられてもよく、さらに、他の態様、利点、及び
修正は、本発明が属する分野の当業者にとって明らかであることが当業者に理解されるで
あろう。本明細書に説明される実施形態のいかなる組み合わせも、すべてのそのような組
み合わせが、本開示に入念に説明されたように、本発明の一部であることが意図されてい
る。
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［実施例］
【０１２０】
　通常の使用例：ＡＣＬ修復従来の方法、即ち、単発末梢神経ブロックを用いると、患者
は、吐き気、及び嘔吐を生じさせ、患者の満足度を下げる処方麻酔剤を受ける。代替的に
、術中神経ブロック（ＮＢ）が麻酔剤に置き換わる。しかしながらこれらの選択肢は、使
用医師の必要性には対処しておらず、過度に手術室での時間が必要であり、かつ、コスト
がかかる。また、持続末梢神経ブロックを含む現在の方法は、患者が、故障率の高い処方
バルーンポンプを使用することが必要である場合が多い。対照的に、本明細書に説明され
るカテーテルシステムは、バルーンポンプの使用を減少させ、治療の流れを改善すること
ができる。
【０１２１】
　本開示による、組織ロックとしてのマレコット拡張部を有する装置が、準備され、挿入
され、組織ロックが作動した。筋肉組織からカテーテルを取り外すのに必要とされた力は
、予測されたものより、かなり大きかった。試験管内実験でも生体内実験でもどちらでも
、アンカーが展開した状態では、カテーテルを外して取り出すのに、５００グラムまでの
力が必要であろうことを示すために、引張試験機が使用された。平均値は、２００グラム
から３５０グラムの間であった。

【図１】 【図２】



(23) JP 6134008 B2 2017.5.24

【図３】



(24) JP 6134008 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  61/845,244
(32)優先日　　　　  平成25年7月11日(2013.7.11)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  61/845,248
(32)優先日　　　　  平成25年7月11日(2013.7.11)
(33)優先権主張国　  米国(US)

早期審査対象出願

前置審査

(73)特許権者  503115205
            ザ　ボード　オブ　トラスティーズ　オブ　ザ　レランド　スタンフォード　ジュニア　ユニバー
            シティー
            アメリカ合衆国　９４３０５－２０３８　カリフォルニア州　スタンフォード　メイン　クワッド
            　ビルディング　１７０　サード　フロア　ピー．オー．ボックス　２０３８６　オフィス　オブ
            　ザ　ジェネラル　カウンセル
(73)特許権者  515195602
            チウ，チユンユアン
            アメリカ合衆国、カリフオルニア・９４０２５、メンロ・パーク、レーベンスウツド・アベニユー
            ・３３３
(74)代理人  100114188
            弁理士　小野　誠
(74)代理人  100119253
            弁理士　金山　賢教
(74)代理人  100124855
            弁理士　坪倉　道明
(74)代理人  100129713
            弁理士　重森　一輝
(74)代理人  100137213
            弁理士　安藤　健司
(74)代理人  100143823
            弁理士　市川　英彦
(74)代理人  100151448
            弁理士　青木　孝博
(74)代理人  100183519
            弁理士　櫻田　芳恵
(74)代理人  100196483
            弁理士　川嵜　洋祐
(74)代理人  100185959
            弁理士　今藤　敏和
(74)代理人  100146318
            弁理士　岩瀬　吉和
(74)代理人  100127812
            弁理士　城山　康文
(72)発明者  チウ，チユンユアン
            アメリカ合衆国、カリフオルニア・９４０２５、メンロ・パーク、レーベンスウツド・アベニユー
            ・３３３



(25) JP 6134008 B2 2017.5.24

10

20

30

40

(72)発明者  ホフイウス，ジヨナサン
            アメリカ合衆国、カリフオルニア・９４３０６－１１０６、パロ・アルト、エル・カミーノ・レア
            ル・１７０５
(72)発明者  コタリ，マニツシユ
            アメリカ合衆国、カリフオルニア・９４０２５、メンロ・パーク、レーベンスウツド・アベニユー
            ・３３３
(72)発明者  ガルシア，パブロ，イー
            アメリカ合衆国、カリフオルニア・９４０２５、メンロ・パーク、レーベンスウツド・アベニユー
            ・３３３
(72)発明者  ケーニツク，カレン，エス
            アメリカ合衆国、カリフオルニア・９４３０６－１１０６、パロ・アルト、エル・カミーノ・レア
            ル・１７０５

    審査官  落合　弘之

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１１／０２１８５２９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１１－１４３２４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５０２１９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－８３５９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／１５９０００（ＷＯ，Ａ２）　　
              特開昭５１－７２１９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第３９４６７４１（ＵＳ，Ａ）　　　
              特表２００４－５１３６７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１４３３１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２０５８３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－５７６８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／０５２９０７（ＷＯ，Ａ２）　　
              特開昭６０－１４５１５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平７－８８１８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１９７２５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１０－５０９９９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１０－５２８７６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１１－５０７６５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１９２１８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平６－３４６４６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              米国特許第３１０８５９５（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第３６９２０２９（ＵＳ，Ａ）　　　
              特表２００２－５２３１２６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　２５／０２－２５／０４　　　　
              Ａ６１Ｍ　　２５／００　　　　
              Ａ６１Ｍ　　１９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

