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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに作用的に接続される表示装置と、
　前記プロセッサに作用的に接続され、対象の所定の位置の上に置かれるように構成され
る検出装置と、
　前記プロセッサに作用的に接続されるコイルであって、前記コイルがカテーテルの中に
挿入されるように構成されるコイルと、
　メモリ装置であって、
　（ａ）前記対象の正中線を表す所定の第１線に関する情報と、
　（ｂ）前記対象の横隔膜を表す所定の第２線に関する情報と、
　（ｃ）前記コイルが前進させられている間又は前記カテーテルから引き出されている間
、前記プロセッサによって実行されるときに、前記表示装置、前記検出装置、前記コイル
及び前記メモリ装置と協働して前記プロセッサに以下の（ａ）～（ｅ）の処理、すなわち
、
　（ａ）前記対象の正中線を表す前記所定の第１線と、前記対象の横隔膜を表す前記所定
の第２線と、を表示する処理と、
　（ｂ）食道部分における、前記コイルから前記検出装置までの第１距離を示す第１値を
決定及び表示する処理と、
　（ｃ）胃部分における、前記コイルから前記検出装置までの第２距離を示す第２値を決
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定及び表示する処理と、
　（ｄ）幽門部分における、前記コイルから前記検出装置までの第３距離を示す第３値を
決定及び表示する処理と、
　（ｅ）十二指腸部分における、前記コイルから前記検出装置までの第４距離を示す第４
値を決定し表示する処理と、
を実行させる命令と、を記憶する前記メモリ装置と、
を備えるカテーテル位置表示装置。
【請求項２】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されるときに、前記コイルが前進させられて
いる間又は前記カテーテルから引き出されている間、前記検出装置、前記コイル及び前記
メモリ装置と協働して前記プロセッサに前記対象体内を通った経路を記録する処理を実行
させることを特徴とする請求項１記載のカテーテル位置表示装置。
【請求項３】
　前記経路がＸ－Ｙ位置を含むことを特徴とする請求項２記載のカテーテル位置表示装置
。
【請求項４】
　前記所定の第１線と前記所定の第２線が、前記対象の剣状胸骨結合部を表す点において
交差することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載のカテーテル位置表示
装置。
【請求項５】
　前記コイルが電磁信号を発信することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に
記載のカテーテル位置表示装置。
【請求項６】
　前記コイルに接続された終端部を有する複数のワイヤを含み、該複数のワイヤが、スチ
レット及びガイドワイヤのうちの少なくとも１つであることを特徴とする請求項１ないし
５のいずれか１項に記載のカテーテル位置表示装置。
【請求項７】
　前記検出装置が、前記コイルから電磁信号を受信する複数の受信コイルを備えているこ
とを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載のカテーテル位置表示装置。
【請求項８】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されるときに、前記コイルが前進させられて
いる間又は前記カテーテルから引き出されている間、前記表示装置、前記検出装置、前記
コイル及び前記メモリ装置と協働して前記プロセッサに前記コイルの移動方向を示す矢印
を生成し表示する処理を実行させることを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に
記載のカテーテル位置表示装置。
【請求項９】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されるときに、前記コイルが前進させられて
いる間又は前記カテーテルから引き出されている間、前記表示装置、前記検出装置、前記
コイル及び前記メモリ装置と協働して前記プロセッサに、空腸部分における、前記コイル
から前記検出装置までの第５距離を示す第５値を決定させ表示する処理を実行させること
を特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載のカテーテル位置表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（技術分野）
本発明は人体におけるカテーテルおよびコイル位置の発信方法に関し、特に、挿入時およ
び体内および／または体内の経路での使用時にカテーテルの先端位置を継続的に判定する
方法に関する。
【０００２】
（背景技術）
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本明細書においては、理解しやすいように、経腸栄養カテーテルの誘導および載置、さら
には作業中のメンテナンスについて、例を挙げて説明する。しかし、ここで説明する技術
および機器は、人体および動物の他の部分における同様の載置においても有効であること
は、当業者にとって明らかであろう。カテーテルは、多種多様な目的のために使用される
とともに、多種多様なタイプがある。本発明による、人体での使用例は、中心静脈カテー
テルの位置決め分野においても適用できる。
【０００３】
経腸栄養物は、経口食物摂取とチューブによる胃腸管への強制的な栄養投与の両方を含む
。経腸チューブ栄養は、食べない、食べてはいけない、または食べることができないが、
胃腸管が機能している患者に使用する。経腸チューブ栄養の利点は、胃腸構造の維持管理
ができること、機能的に統合されていること、栄養物の利用率が上がること、実施が容易
で安全であること、などである。
【０００４】
経腸チューブ栄養は、広汎性腹膜炎、腸閉塞により腸管が使用できない場合、難治性嘔吐
、麻痺性イレウス、および／または代謝管理を必要とするひどい下痢などの患者に使用す
る。臨床環境に依存する他の潜在的禁忌には、ひどい膵炎、腸皮フィステル、胃腸虚血な
どが含まれる。経腸チューブ栄養は、初期の短小腸症の場合、または、ひどい吸収不良が
あるときには使用しないほうがよい。
【０００５】
チューブ栄養のための経路は、栄養注入の予測継続時間、胃腸管の状態（例えば、食道の
閉塞、胃または小腸の切除の前など）、および吸引の可能性などによって選択する。腸へ
のアクセスはベッドサイドでも（経鼻腸管、経鼻内視鏡胃瘻造設術）、手術室（胃瘻造設
術および空腸造瘻術）でも行うことができる。
【０００６】
経胃栄養注入用経鼻挿管が最も単純な作業であり、チューブ栄養に最もよく利用される方
法である。この技術は、最終的には口から栄養を補給できるようになると思われる患者に
対して行うのが好ましい。外径が小さく、やわらかいフィーディングチューブを使用する
のが患者にとって最大の慰めであり、また患者に受け入れられやすい。十二指腸や空腸へ
のアクセスは、長尺のチューブで行うが、十二指腸や空腸に先端を載置するのはさらに困
難であるとともに、時間がかかり、付加的な危険要素を伴う。
【０００７】
経腸チューブ栄養は、機械的感染や、代謝性合併症が非経腸的栄養補給でみられるよりも
少ないため、非経腸的栄養補給より安全であると考えられる。しかし、経腸栄養注入も問
題がないわけではなく、挿管や栄養注入を、技術的に熟練していない、または経験の浅い
者が行った場合、もしくは監視が行われていなかったり、あるいは不適切であったりした
場合にはかなりの感染症が起こりうる。
【０００８】
フィーディングチューブの載置が不適切であることが、数多くの合併症の一因である。も
っとも深刻なのは、カテーテルを循環系もしくは肺まで経鼻挿管している間にカテーテル
を意図せぬ位置に載置した場合である。これらの状況は、ともに、経験の浅い医療従事者
が挿管を行った場合に起きる可能性がある。挿管中は、スチレット（比較的硬く細いワイ
ヤ）を使用して弛緩したカテーテル管を硬化させ、支持する。
【０００９】
フィーディングチューブの出口孔（一般的には遠位端／管の先端）が、栄養注入の間、希
望の位置に留置されていることをチェックすることが大切である。この要求事項に対応す
るためのプロトコルは、栄養液を搬送していない間にフィーディングチューブから抽出し
た流体のｐＨが適当であるかを頻繁に監視し、栄養の摂取が期待どおりに行われているか
をチェックするために注意深く患者を監視することを含む。
【００１０】
チューブの先端／遠位端の位置を判定するためにしばしばＸ線が使用される。しかし、Ｘ
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線でさえ、その位置を判別するのに必ずしも決定的なものとはいえない。内部の器官の自
然で連続的な動きにより、時間の流れとともにカテーテルの位置が変わってしまう可能性
があるため、医師にとっては、Ｘ線がチューブの先端／遠位端の位置を確実に示している
と判断するのが難しくなる。
【００１１】
カテーテルの種類はさまざまであり、その名称は時として、その使用法、挿入して処理す
る体の部位を示し、あるいは、その使用の方法論を確立した医師の名前にちなんでつけら
れる。
【００１２】
さらに、本発明は中心静脈カテーテルのためのカテーテルの位置決め法とその手段に関す
る。
【００１３】
静脈内カテーテルは皮膚の開口から静脈系の数多くの枝部の一箇所以上を通して治療の必
要な箇所まで押し込み、患者の内部にアクセスするものである。これらのタイプのカテー
テルは、静脈アクセスカテーテル（ＶＡＣ）および中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）とも呼
ばれ、一般的に循環器系で使用される。
【００１４】
静脈内カテーテルのサブカテゴリーは、末梢静脈穿刺（ＰＩＣＣ）に所属する。これらの
カテーテルは、その挿入に関し、長い間臨床医によって使用され、数多くの異なる技術が
存在する。
【００１５】
その挿入技術の一つに、セルディンガー法があり、装置と材料の進歩に伴い、現在は改良
されたセルディンガー法が存在し、特に細い、または貧弱な静脈に有効である。
【００１６】
体内に挿入する際に使用する静脈内カテーテルには、例えば長さ１．５から３インチの末
梢カテーテル、長さ３インチ以上の挿入に使用する中線カテーテル、さらに長いものとし
て、鎖骨中央、皮下トンネル非形成鎖骨下、皮下トンネル形成グローション、ヒックマン
およびブロビアック、または皮下埋め込みポートなど、多くの選択肢がある。
【００１７】
静脈内カテーテルに共通しているのは、体内から静脈内にガイドワイヤを通し、医師の技
術で希望の箇所まで誘導することである。ガイドワイヤが定位置につくと、カテーテルを
その外部の自由端からスライドさせて挿入し、カテーテルの遠位端がガイドワイヤの端部
に届くまで押し込む。
【００１８】
これらのタイプのカテーテルの先端の位置決めまたはガイドワイヤの体内への前進を記録
する方法は数多く存在する。
【００１９】
カテーテルの先端もしくはその近傍にあると考えられる液体を取り出してそのタイプをチ
ェックするための戻りチェックと、カテーテルの内部に挿入したワイヤ上の目盛りのチェ
ックを使用してチェックする方法の二つが、一般的に他の手段が簡単に手に入らない医師
が使用する方法である。ガイドワイヤまたはカテーテルの先端または経路の位置を必ずし
も正確に判定することができなくても、超音波誘導、Ｘ線透視法およびＸ線方法論が好ま
しい。
【００２０】
さらに費用がかかり、時間を必要とするＣＴ検査は、上記の判定に加え、先端だけでなく
、患者の体内に位置する上記した、およびその他のいかなるタイプのカテーテルの経路を
も判定することができる。
【００２１】
カテーテルの先端／遠位端の最終位置は、カテーテルの使用目的の有効性にとって最も重
要なものである。ある例では、心臓への薬剤の直接投与は、上大静脈（ＣＶＣ）にカテー
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テルの先端／遠位端を位置決めすることによって確実に行うことができる。研究の結果、
カテーテルの先端／遠位端を上大静脈の上部（一般的に大静脈と心房との接合部から４．
５ｃｍ以上上方であることから識別できる）に位置させるのが好ましいことが分かってい
る。また、研究の結果、これらの好ましい位置では、カテーテルの不具合が最小限に抑え
られることが分かっている。
【００２２】
しかし、研究の結果、カテーテルの不具合と、カテーテルの先端を上大静脈に隣接する静
脈系内に位置させることとの間に大きい関連があることが分かっており、さらに大切なこ
とは、カテーテルを確実に上大静脈自体の内部に位置させることなのである。
【００２３】
図７には、上大静脈を含むその近傍の静脈を示している。
【００２４】
例えば、カテーテルの先端が、腕頭静脈または腕頭静脈の接合部近傍のいずれかにある場
合、カテーテルの先端が上大静脈内にある場合に比較して、フィブリンシース（ｆｉｂｒ
ｉｎ ｓｈｅａｔｈ）を誤って展開してしまったり、あるいは、カテーテルの先端もしく
はその周辺に血栓が存在していたりする可能性が高い。カテーテルの先端が、鎖骨下静脈
または大静脈と心房との接合部または右心房内にある場合に、誤った展開の可能性が高く
なる。
【００２５】
カテーテルの先端が不適切な位置にある場合、もしくは理想的でない位置にある場合、明
らかに本来ならば管理可能な寿命を縮める結果となるが、さらに深刻な影響としては、血
栓症および静脈炎があり、特に、気胸感染およびさらに深刻な状況としては閉塞がある。
【００２６】
研究の結果、カテーテルの先端が血栓によって妨害された場合、このように誤って展開さ
れることのないカテーテルに比べるとその寿命が著しく縮まることが分かっている。
【００２７】
静脈内カテーテルを使用する必要がある場合、患者を適切に治療するには、多数の要素を
考慮しなければならない。場合によっては、薬剤を投与する利点と上記のような感染に関
する静脈内装置の悪影響の発生の可能性とをはかりにかける必要もある。
【００２８】
カテーテルの選択は、単純な問題はなく、次のような要素を考慮しなければならない。
・投薬のタイプ
・注入する溶液のオスモル濃度およびｐＨ
・必要な治療の期間
・二次的危険要素および持病
・患者の年齢、活動、仕事、生活様式
・将来的な静脈注射の必要性および長期的な病気の予後
・現在の利用可能度、アクセスする静脈の状態（特に手足の末梢静脈）
・患者の神経性疾患歴、静脈またはリンパ系に影響のある手術歴、血液疾患歴、血栓歴お
よびこれまでの静脈注射の使用歴など
・現在の患者の診断および治療の希望
【００２９】
治療の予想期間が５日未満であるならば、短い局所カテーテルが好ましく、４週間未満で
あるならば中線カテーテルが一般的に適している。
【００３０】
鎖骨中央線も選択肢のうちの一つであるが、上大静脈以外の鎖骨下領域に不適切に載置し
た結果、血栓が起こる例が多くなってきたため、より一般的に使用されるようになってき
ている。
【００３１】
実際、鎖骨中央線は、確認的Ｘ線の時間とコストを削減するために、自宅治療形態におい
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て多く使用される。しかし、鎖骨中央線の場合でも、上大静脈の下側三分の一の部分の上
大静脈と右心房との接合点の近傍に最適に載置する必要があり、さらに右心房には入って
はならない。
【００３２】
上述の、先端位置を上大静脈内とする末梢静脈穿刺カテーテル（ＰＩＣＣ）は、長期間（
５日から１年）の治療に使用することができる。しかし、全体的に満足のいく確かな位置
チェック法ではないが、Ｘ線によってその先端の位置決めを厳しくチェックしなければな
らない。
【００３３】
よって医師にとってまさに必要なのは、カテーテルが患者の体内の希望の位置に載置され
ていること、そして、そこに留置されていることをより確かに確信できることなのである
。それが、経腸、非経腸栄養補給、発泡性化学療法薬剤、抗生物質、血液採取または他の
いずれを目的としたものであっても同じである。
【００３４】
（発明の簡単な説明）
本発明は、おおむね、対象患者の体に挿入されるカテーテルにおいて使用する、信号エネ
ルギーを発信するコイルの位置を表示する方法であり、前記方法は、少なくとも二つの信
号エネルギー検出器を有するとともに前記対象患者の体の所定の位置または部分に対して
位置決めされたコイル位置測定手段を使用する工程と、前記コイル位置測定手段よる位置
測定結果を表示する工程と含み、前記位置測定結果は、前記位置測定手段に対して臨床医
が前記対象患者の体の内部において、前記対象患者の体の所定の位置または部分に対する
前記コイルと前記カテーテルの位置を判定するために使用する。
【００３５】
本発明の更なる局面によると、前記方法は、更に、前記位置測定結果により、前記表示さ
れた位置測定結果に関連付けた、臨床医が前記対象患者の体における前記コイルと前記カ
テーテルの位置を判定する為に使用する非対象人体の部分または領域を表す工程を含む。
【００３６】
本発明のもう一つの局面によると、位置測定手段は、前記人体の剣状胸骨結合部上又はそ
の上方の所定の位置に関連付けて位置させ、消化管の中に挿入したカテーテルと共に使用
する。
【００３７】
本発明のもう一つの局面によると、非対象の人体の横隔膜を表す体の部位の領域又は描写
が表示され、前記表示装置に人体の上下の胸腔が描写される。
【００３８】
本発明の更にもう一つの局面によると、位置測定手段は、前記人体の頚静脈胸骨切り込み
の先端／正中線上若しくは上方の所定の位置に関連付けて位置させ、心臓血管または呼吸
器系の中に挿入したカテーテルとともに使用する。
【００３９】
本発明のもう一つの局面によると、人体の胸骨を表す前記人体の部位の領域もしくは描写
が表示され、よって前記表示装置に人体の骨格の上部が描写される。
【００４０】
本発明の更にもう一つの局面によると、前記方法はさらに、前記コイルの位置測定結果を
所定の時間間隔で表示する工程を含む。
【００４１】
本発明のもう一つの局面によると、コイルはカテーテルとともに使用するように構成され
たスチレット又はガイドワイヤに組み込まれている。
【００４２】
本発明のもう一つの局面によると、前記方法は、更に、前記スチレットまたはガイドワイ
ヤがカテーテルから引き戻されている間に前記コイルの位置を所定の時間間隔で表示して
、前記コイル及び前記カテーテルの経路を追跡、表示する工程を含む。
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【００４３】
本発明のある局面によると、コイルがカテーテルに組み込まれており、人体内の前記カテ
ーテルの位置を示すために使用可能である。
【００４４】
本発明のもう一つの局面は、カテーテルと共に使用可能であり、第１の端部と第２の端部
を有するワイヤと、ワイヤの第１の端部と電子通信を行うプロセッサと、ワイヤの第２の
端部に接続してあり、対象患者の体の様々な箇所に位置せしめられる発信コイルと、プロ
セッサと電子通信を行い、対象患者の体の所定の部分に関連して位置決めされるように構
成された検出装置と、少なくとも一つの所定の画像を表す少なくとも一つの基準画像を指
定するプロセッサが検索した基準データと、対象患者の体の中の発信コイルの少なくとも
一つの位置に関する情報を提供する少なくとも一つの指示画像を指定するプロセッサによ
って生成する指示データと、指示画像と基準画像を表示するプロセッサと電子通信を行う
モニタとを備えた、ユーザが対象患者の体の中にカテーテルを載置する作業を補助するた
めのカテーテル位置表示装置である。
【００４５】
本発明のもう一つの局面は、（ａ）コイルと電子通信を行うプロセッサと、（ｂ）信号を
発信すると共にコイル位置決め装置、スチレット、ガイドワイヤ、または前記カテーテル
に組み込まれた、対象患者の体の内部のさまざまな箇所に位置せしめられる発信コイルと
、（ｃ）プロセッサと電子通信を行う検出装置と、（ｄ）対象患者の体の少なくとも一つ
の所定の部分を表す少なくとも一つの基準画像を指定するプロセッサによって生成される
基準データと、（ｅ）対象患者の体における発信コイルの少なくとも一つの位置に関する
情報を提供する少なくとも一つの指示画像を指定するプロセッサが生成する指示データと
、（ｆ）指示画像と基準画像を表示するプロセッサと電子通信を行うモニタとを有するカ
テーテル位置表示装置と共に使用するように構成されたカテーテルであって、前記カテー
テルは、スチレット又はガイドワイヤを受容するように構成されているか、コイルが組み
込まれたチューブを備え、チューブは近位端と遠位端を有し、先端は遠位端に含まれる。
【００４６】
本発明の更にもう一つの局面は、カテーテル内に挿入可能であり、近位端と遠位端を有す
るマルチストランドワイヤと、前記ワイヤの二本のストランドの遠位端に接続した発信コ
イルと、少なくとも二個の受信コイルと、モニタと、ワイヤ、受信コイル、及びモニタと
電子通信するプロセッサとを備えたカテーテル位置表示装置であって、プロセッサは、少
なくとも一つの基準信号を受信コイルが対象患者の体の少なくとも一つの所定の骨の目印
に対して位置決めされた後に、少なくとも二つの受信コイルから受信するとともに、基準
データを検索し、モニタを駆動して基準データを図で表示し、発信コイルを対象患者の体
に挿入した後に発信コイルから信号を受信する少なくとも二つの受信コイルから少なくと
も一つの指示信号を受信すると共に、指示データを生成し、モニタを駆動して、指示デー
タを図で表示する。
【００４７】
カテーテルを対象患者の体の中に適切に載置しやすくする為のもう一つの方法は、
（ａ）　対象患者の体の所定の目印に対して位置付けされた、少なくとも一つの受信コイ
ルの位置を示す少なくとも一つの基準信号を受信する工程と、
（ｂ）　対象患者の体に挿入した発信コイルから少なくとも一つの指示信号を受信する工
程と、
（ｃ）　所定の目印に伴う基準データを検索する工程と、
（ｄ）　基準データから引き出した基準画像を表示する工程と、
（ｅ）　対象患者の体上または上方の少なくとも二つの受信コイルの位置の相対位置を示
す指示信号によって表されるデータを生成する工程と、
（ｆ）　指示データが表す図を表示する工程と、
（ｇ）　指示信号の変化を受信した後、工程（ｅ）と（ｆ）を繰り返す工程とからなる。
【００４８】
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更なるカテーテル位置表示装置を操作する方法は、
（ａ）　検出装置の所定の領域を対象患者の体の所定の目印上に載置する工程と、
（ｂ）　カテーテル、スチレット、ガイドワイヤ又は発信コイルを埋め込んだコイル位置
表示装置を対象患者の体に挿入する工程と、
（ｃ）　所定の部位または部分の図形表示、もしくは、基準画像の表示をモニタ上で見る
工程と、
（ｄ）　モニタ上で発信コイルの図形表示を見る工程と、
（ｅ）　図形表示の相対位置の表示を利用して、対象患者の体の中でカテーテルを操縦す
る工程と、を備えてなる。
【００４９】
本発明の更にもう一つの局面は、カテーテル位置表示装置と共に使用するワイヤの束を備
え、（ａ）ワイヤの束の近位の端部の所定の部分と電子通信を行うプロセッサと、（ｂ）
ワイヤの束の遠位の端部の所定の部分と接続され、対象患者の体内でさまざまな箇所に位
置せしめられる発信コイルと、（ｃ）プロセッサと電子通信を行い対象患者の体の所定の
部分に関連付けて位置決めされるように構成された検出装置と、（ｄ）少なくとも一つの
所定の画像を表す少なくとも一つの基準画像を指定するプロセッサによって検索された基
準データと、（ｅ）対象患者の体おける発信コイルの少なくとも一つの位置に関する情報
を提供する少なくとも一つの指示画像を指定するプロセッサによって生成される指示デー
タと、（ｆ）指示画像と基準画像を表示するプロセッサと、電子通信を行うモニタを備え
、
前記ワイヤの束は、
可撓性チューブの位置決めを制御するように構成された所定の堅さを有する第１のワイヤ
と、
発信コイルとプロセッサとの間で信号を伝送するように構成された第２のワイヤと、
第２のワイヤを第１のワイヤに固定する為の手段とを備えている。
【００５０】
本発明の特定の実施形態について、添付の図面を参照しながら更に詳しく説明する。これ
らの実施形態は、説明のみを目的としたものであり、本発明の範囲を限定するものではな
い。
【００５１】
他の実施形態の提案と説明が本発明の説明に含まれるが、添付の図面には示していない。
また、本発明の代替の特徴を図に示すが、明細書内では説明していない。
【００５２】
（本発明の実施形態の詳細な説明）
図１は、先端／遠位端の近傍に、米国特許５，０９９，８４５号に説明するものと類似し
た装置によって検出することができる信号を発するために使用するコイルを有する１ルー
メンカテーテルを示す図である。この特許は、マイクロニックスＰｔｙ　Ｌｔｄ．による
特許であると共に、本明細書内で引用して参照している。上記の特許の引用は、当業者共
通の一般的知識として入っている明細書の内容を認めるためのものと解釈してはならない
。
【００５３】
上記の特許で説明されている本発明の装置は、カテーテルの端部に位置するコイルの深さ
と位置と、その向きとを判定するための手段を提供している。カテーテルのタイプは、発
明の原理と方法にとって重要ではない。
【００５４】
深さおよび位置判定装置は、ここでは、検出装置ともよぶが、おおむね、上記の明細書内
で開示されたタイプのものであり、ここで説明する方法に使用することができるが、必要
とされる特性を提供することができるのは、この装置に限らない。
【００５５】
図１に示すカテーテル１０は、出口孔１４が詰まりにくいように設計された、適した先端
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形状１２を有しており、特に非経腸的栄養補給に使用するのに適している。図示のカテー
テルは１ルーメン（近位端から先端／遠位端まで通路が１本）であるが、他のカテーテル
は、複数のルーメンを有しているものでもよい。
【００５６】
コイル１６は、先端１２およびカテーテルの長さ分延在する対のワイヤの二つの端部の近
傍に位置する。対のワイヤはカテーテルの近位の端部の近くのコネクタ１８まで続いてい
る。カテーテルへの入口孔２０は、カテーテルの最近位の端部に位置している。カテーテ
ルの先端／遠位の端部が患者の内部の適切な位置に到達すると、この孔を通して希望の時
間に希望の速さで栄養が送り込まれる。
【００５７】
異なる用途に対して使用するカテーテル用のコネクタは、それぞれ寸法、接続タイプおよ
び色が異なり、できるだけ安全に使用できるように構成されている。適用方法が異なるカ
テーテルの相互接続を、不可能とはできないまでも困難にすることによって、意図する用
途の違うカテーテルによって患者に誤った、または不適切な流体、特に薬剤を誤って投与
する可能性を最小限に抑えることができる。
【００５８】
カテーテル１０を、患者の胃腸管の中に挿管する際、金属のスチレットをカテーテルの中
で使用する。
【００５９】
スチレットは、前述の対のワイヤを備えるか、もしくは対のワイヤを組み込んだ、典型的
なスチレットワイヤ（単数もしくは複数）を備えていてもよい。スチレットは、意図した
用途に適していると知られた材料の中に封入することができる。スチレット自体は、一般
的にはステンレス鋼から形成するが、図２に示すようにプラスチックまたは他の適した材
料から形成してもよい。
【００６０】
ある実施形態では、プロセッサをワイヤの束の近位の端部に接続し、コイルをワイヤの束
の遠位の端部に接続する。ワイヤの束には、信号搬送ワイヤ（単数もしくは複数）に適当
に結合したガイドワイヤが含まれる。束は、その端部およびその長さに沿って相互に結合
されており、意図した用途に適していると知られた材料に封入することができるのが好ま
しい。また、束は、例えば、共に包み込んでも、適した材料で包んで、適した接着剤また
は締結材、もしくは適した寸法および形状に形成してもよい。図２を参照のこと。
【００６１】
挿管は、患者の口または鼻の通路を通して行うことができるのが好ましい。スチレットは
、その他無定形のカテーテルを強固にし、その全長にわたり、またその近位の端部で操縦
できるようにし、その先端／遠位の端部を保健専門家もしくは挿管に熟練したスタッフが
患者の内部の適当な経路内で操縦する。
【００６２】
本明細書内では、挿管を行うのは臨床医であると記述しているが、熟練した保健専門家も
、さまざまな用途で患者にカテーテルを挿入することができる。また、一般的に、適した
流体を投与するために使用する単一のルーメンを有するカテーテルの先端／遠位端もしく
はその近傍においてカテーテルの壁内に組み込んだコイルを有する、適度な堅さのカテー
テルを使用することもできる。
【００６３】
発明者は、経済的かつ実用的であるという理由から、カテーテルの中に一体化したコイル
の配置したものを利用できるということに気づいた。しかし、スチレットを使用して発信
コイルを支持するという、ここで述べる代替の配置の方が好ましい。
【００６４】
その理由は、医療機器は高水準を求められることから、カテーテルとコイルを組み合わせ
るには、製造にコストがかかるからである。カテーテルの製造業者は、専門家のための製
品を提供することから、その製品のコストを著しく引き上げるような変更は彼らの利益に
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はなるとは限らない。
【００６５】
さらに、カテーテルとコイルの組み合わせとしての用途は一つしかないため、コイルの負
荷価値は回復不可能であり、よって、より時間がかかるものであってもＸ線を含む現在の
探知技術と競合する必要があるのである。
【００６６】
よって、コイルをスチレットの先端／遠位端に組み込むことが可能であることを確認した
。
【００６７】
スチレットは、カテーテルの先端／遠位端を希望の位置に操縦するだけでなく、引き戻す
こともでき、また、要求されるプロトコルに従って、適切な汚染除去および洗浄後に再使
用することができる。発明者は再使用に関連するプロトコルが確立しない限り、再使用は
推奨しない。
【００６８】
コイルの深さと位置は、挿管工程中に判別することができる。さらに、カテーテルの先端
を位置決めするために使用した場合、そしてそれに続いてカテーテルの先端／遠位端を適
当に位置決めした場合、カテーテルの経路はスチレットをカテーテルから引き出している
間に判定できる。スチレットを引き出した後に表示されたトレースの例を図６に示す。そ
の詳細は、本明細書内で後述する。コイルを一体化したスチレットは、患者内における、
カテーテルの長さに沿った特定の位置を判別するのにも使用することができる。よって、
複数のポートをその長さ方向に有する複数のルーメンを有するカテーテルでは、患者内に
おけるそれらポートの位置をそれぞれ判別することができる。
【００６９】
スチレットの端部に設けるコイルの製造は、ありふれた作業ではないが、自動化して、ほ
んの数種類の異なる材料で製造することができる。多種多様な材料やプロセスは、上記の
ようにカテーテル／コイルの組み合わせを製造する場合には関係ない。
【００７０】
上記のように、コイルがスチレットの中に組み込まれることによる特別有利な特性は、ス
チレットとコイルをカテーテルから引き出している間、位置決め装置がカテーテルが通っ
た患者の体内の経路を記録することができる点である。Ｘ－Ｙ位置およびその検索装置に
対する深さを含み、その経路を記録することができる。最も便利なのは、カテーテルの経
路が患者の解剖学に直接関連付けるように表示することができることである。本明細書で
後述するように、検出装置を患者上に適当に位置決めすることにより、モニタ上のトレー
スの位置を参照して患者の内部における位置を確認することができるようになる。
【００７１】
その結果、カテーテルの先端／遠位端の位置を再チェックおよび先でのカテーテル経路を
逆戻りする作業を容易に行うことができるとともに、カテーテル先端の位置に関する早期
の記録と比較することができる。
【００７２】
さらに、表示される経路は、カテーテルが実際に希望の経路と通ったことを臨床医が確認
しやすいような特徴を有する。
【００７３】
時間の経過に伴って、深さの情報を含む表示は、位置決めの修正に関する他の医学的観察
と相互に関係しており、よって臨床医は、経路と最終的な載置が予定通りであるという確
信をより高めることができる。
【００７４】
表示された経路により、予測した解剖的変異の範囲内で、カテーテルの先端／遠位端もし
くはカテーテルのその他の部分が患者の希望の領域に位置していることを確認できる。例
えば、経腸栄養カテーテルを位置決めするときの希望の領域は、図６に描写して示すよう
に空腸の近傍である、などである。
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【００７５】
また、これらの技術を挿管工程で使ってカテーテルが通った経路をすぐにフィードバック
することもできる。
【００７６】
ここで説明した技術は、カテーテルの載置を補助するものであり、長期の栄養補給に管腸
造瘻術が必要である場合、もしくは閉塞により、経鼻挿管が不可能な場合に特に適用でき
る技術である。従来の胃瘻造設術または空腸造瘻術は、外科的処置を必要としていたが、
これは明らかに、そして、好ましいことに、避けることができる。
【００７７】
経胃栄養チューブの経皮内視鏡的載置は、ベッドサイドで、または内視鏡室において通常
の麻酔を行わずに実施できる。空腸の延長も、胃用ポートを、幽門空置術後の経腸栄養注
入が必要な患者に経皮的に載置することによって確認することができる。また、開腹の際
に載置したニードルカテーテルまたはウィッツェル空腸造瘻術により、小腸の方が胃や大
腸より術後のイレウスによる影響が少ないため、早期に術後の栄養注入が可能となる。空
腸栄養注入は、経胃栄養注入に比較して嘔吐物吸引の危険性が最小限となる。
【００７８】
しかし、ここで説明した技術は、残留胃液のチェックを管理、監視するための技術に代わ
るものではない。患者の医学的監視は継続しなければならない。しかし、この技術により
、コストと時間のかかるＸ線設備の使用、専門的技術、またはその他のさらにコストと時
間のかかるカテーテル位置決め作業が、軽減もしくは不要となる。
【００７９】
図２は、先端／遠位端にコイル２４を有するスチレット２２と、コイルを形成するワイヤ
の近位端がコネクタベース２６内に位置し、操作ブロック２８がスチレットの最近位端に
設けられているところを示す。スチレットの形状は、一般的に長尺でまっすぐであるが、
図２に示すものは図１に示したカテーテル１０に対応した形状となっており、これは説明
の便宜上そのようにしただけである。臨床医は、スチレットを捻って、先端／遠位端をカ
テーテルの内部および内側端部に載置した時にカテーテルの先端／遠位端を回転させて患
者の体内のさまざまな通路および孔を通して操縦できる。このスチレットを捻る作業は推
奨できるものではないが、文字通り臨床研修では知られた作業である。
【００８０】
図３は、患者の躯体２８を前から見た図であり、患者の体内における、検出装置の三つの
検出コイルの好ましい位置を三つの○印で示している。
【００８１】
検出装置の外形は、実際の検出器が作動する方法にとって取るに足らないことではあるが
、発明者は、その外形によってはその検出装置を患者の体の所定の位置上もしくは上方に
適切に位置させやすくなると考える。例えば、三角形状であれば装置の頂点を患者の頭部
に向けて載置すれば、装置の長手の軸を患者３２の正中線と一致させることができる。
【００８２】
丸印３０が三つの検出コイル部の最も重要な部分であり、この実施形態では、カテーテル
を消化管（人体の消化系の部分であり、制限なく、咽頭、食道、胃、および腸を含む口か
ら肛門まで延在する粘膜を有する管）、あるいは特に腸管に載置するため、直接剣状の胸
骨結合部上に載置する。これにより、三つの検出コイルの長手の軸が体の正中前後方向に
延在する面３２（正中線）と一致する。特に剣状胸骨結合部は一般的に鼓動しやすいため
、臨床医が位置決めしやすいように、三つの検出コイルの長手の軸は検出器のハウジング
のケース上に彫り込んである。
【００８３】
剣状胸骨結合部は、横隔膜が人間の骨格に結合されている点である。図に示された二本の
円弧状の線（３４および３６）は、腹部と胸郭を分離する筋膜隔壁（横隔膜）の非常に複
雑なドーム型の上限であり、主要な胸筋として作用する。
【００８４】
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これら二本の円弧状の線３４および３６は、図５および６に示すように、正中線３２とと
もにモニタに表示されているため臨床医がカテーテルを戴置するのに役立つ。
【００８５】
円弧状の線３４および３６の表示は、上記の方法の検出コイルの正確な位置決めに役立つ
ことは明白である。丸印３０の中のコイルの位置と剣状胸骨結合部の相関関係により、す
べての患者に共通する人体の部位に対するコイルの位置および深さを監視することができ
るようになる。検出装置は、装置の外郭を、コイル３０を剣状胸骨結合部上以外の場所に
載置する特定の方法で位置決めした場合に置き得る所定のオフセットは許容できるため、
コイルを目印となる特定の骨と一致させなければならないわけではない。
【００８６】
この装置は、特定のコイル３０が上記のような方法で正確に位置決めできなかったとして
も、比較的有効である。二つ以上の信号検出要素を、人体の所定の部位または位置に関連
して人体のある箇所に位置させることが重要なのである。よって、ガイドワイヤもしくは
カテーテルの端部のコイルの位置が表示された場合、それは、臨床医の載置作業に役立つ
よう、周知の人体の部位または部分のおおよその位置に関連して表示することができるの
である。
【００８７】
二本の円弧状の線３４および３６が、複雑な横隔膜の形状を単純に示したものであること
は明らかである。その表示の少なくとも一部が、横隔膜の剣状胸骨との接合点と一致して
いるので、それらの線は、モニタ上に正確に表示され、臨床医にとって十分に役立つ情報
である。センサによる測定を参照すれば、その表示は少なくともカテーテルの先端／遠位
端が横隔膜の下もしくは上に位置しているという確信を臨床医に与えることができる有用
なガイドとなる。検出コイルの所定の位置決めを基準として、人体の部位もしくは部分を
同様にモニタ上に表示してもよい。
【００８８】
腸の挿管では、多くの場合、カテーテル／スチレットの先端／遠位端が、横隔膜の形状を
表した二本の円弧の下まで通過したことが表示されることにより、臨床医は、カテーテル
が患者の気管および／または肺の中ではなく、胃腸管の中にあることを確認することがで
きる。まさに、カテーテルの先端／遠位端が間違えて肺の中に入ると、カテーテルの先端
／遠位端は、予測経路から離脱してモニタ上に表示される。
【００８９】
予測経路からの第１の主だった離脱は、二本の円弧の上方１０ｃｍ位の箇所で起こりうる
。すなわち、剣状胸骨結合部上の、気管分岐レベル近傍である。これは、正しい経路から
予測されていたより人体の深いところにあるとも考えられる。図４に示す経路は、経腸挿
管に関するものであるが、図示の領域３８でおおよそ示される胃の中に入っているところ
である。カテーテルは、平均的に移動し、４０の位置で正中線と再び交差し、幽門から十
二指腸の領域４２の第１の部分に入る。十二指腸の領域４２を通過すると、カテーテルは
、小腸の部分に相当し、十二指腸から回腸まで延在する空腸領域４４を通る。
【００９０】
本検出法および装置を使ってカテーテルの特定の部分の位置を検出することもできる。例
えば、先端においては経腸栄養注入を行い、その全長にわたって胃の中のガスを減圧する
二重空洞カテーテルは、その先端／遠位端を理想的に空腸と減圧する空洞の中に延在させ
、幽門から外に出ないようにしなければならない。カテーテルの減圧空洞の始まりが、カ
テーテルの遠位端から周知の距離の位置にある場合、コイルを先端に有するスチレットを
カテーテルの遠位端からその周知の距離だけ引き戻せばよい。発信コイルの位置がその結
果検出され、予測していた位置測定結果と比較され、カテーテルが患者の内部に正しく位
置しているかどうかが示される。
【００９１】
もう一つの例では、カテーテルの長さに沿って位置する吸引もしくは圧力測定ポートが患
者の体内の希望の位置にあるかどうかを有利に判定することができる。これは、挿管の場
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合だけでなく、カテーテルの使用中にも可能である。
【００９２】
患者内の実際の箇所、領域、または構造体に相関する基準点（単数もしくは複数）をモニ
タ上に有することが有利であるのは明らかである。この特性は、腸内挿管中に有効である
が、一般的に中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）としてよく知られた静脈アクセスカテーテル
（ＶＡＣ）を位置決めする場合にも有利である。それらカテーテルの一部について、そし
て、その位置決めについては本明細書で詳しく後述する。
【００９３】
人体の内部のカテーテルの経路の監視および処置中の正しい位置決めの再チェックは、こ
こで説明するカテーテル位置決め装置によって可能となる。有利なことに、ＶＡＣ／ＣＶ
Ｃの先端／遠位端は、胸部の上部の位置に載置されるため、体内の動く器官に直接接触し
ていないことから、不安定な動きは少ない。患者の呼吸による動きもカテーテルの先端の
位置の表示に影響するが、この方法ではずっと少なくなっている。
【００９４】
線または記号（例えば横隔膜の表示など）を示すモニタ表示は、臨床医を補助し、カテー
テルの先端／遠位端の経路と最終位置が正しいという確信を高めることができる。しかし
、表示された線または記号がトレースに対して正しく位置決めされ、カテーテルの患者の
体内での位置を適切に反映するように検出コイルを所定の基準点に対して正しく位置決め
することが重要である。
【００９５】
ＣＶＣを前述のカテーテルタイプまたは方法によって挿入する場合、検出装置をはっきり
と決められた、好ましくは骨の目印上に位置させるのが好ましい。この例では、検出装置
の三つの検出コイルのうちの所定の一個をその目印の上に置いている。中心静脈カテーテ
ルの先端／遠位端を患者の上大静脈の中に位置させる場合には、図８に示すコイル３０を
正中線に沿って延在する頚静脈胸骨切り込みの先端／正中線に位置させるのが好ましい。
【００９６】
可能な検出装置の形状３１も、図８に示す。装置の形状は、平面視で三角形であり、前述
したように患者の胸の上で使用するのが好ましい。この形状は、臨床医が使いやすい形状
である。なぜなら、その頂点３３は、頚静脈胸骨切り込みの先端／正中線に位置しており
、その長軸は患者の正中線３２と一致する。
【００９７】
検出装置を好ましい場所に位置決めするため、装置の外側ケースには、患者に対し、この
特殊な形状を好ましく方向付けるため、下の角部に"左""右"とそれぞれ記されている（図
示せず）のが好ましい。さらに、患者の正中線と視覚的に合わせることができるように長
手の軸に沿って延在する線を記しておく、または彫っておくとよい。しかし、一般的な使
用法であろうと、患者側の事情にあわせた使用法であろうと、人体の他の部分で使用する
のに適した、異なる形状のハウジングを有する検出器としてもよい。
【００９８】
頚静脈胸骨切り込みの先端／正中線は、臨床医が検出装置を置くのに最適な場所である。
なぜなら、そこは、すべての人間において共通の場所であると共に、視覚的に分かりやす
く、患者の肉体的状態に関係なく鼓動する場所であるからである。しかし、この目的のた
め、骨の解剖学的目印として使用できる骨の箇所または人体の領域は、頚動脈胸骨切り込
みのみではない。人体には他にも、所定のオフセット位置に測定機器を容易に位置決めま
たは位置直しができる箇所もある。この配置により、モニタを基準点もしくは基準物を表
示するために使用することができ、臨床医にとって有効な、人体の部位と同じ形状とする
のが好ましい。カテーテルやガイドワイヤを挿管する、もしくは先に位置決めしたスチレ
ットを入れて引き出したカテーテルの位置をチェックする際などである。
【００９９】
経腸もしくはＣＶＣに使用するカテーテル／ガイドワイヤの経路を図４，６，９，１０に
それぞれ示す。これらの経路は、理想的に示された経路である。これらは、カテーテルを
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経腸栄養注入もしくはＣＶＣ位置決め用カテーテルの挿管工程で位置表示装置を使用して
いる間に臨床医が必ずしも見えるとは限らない。
【０１００】
実際は、信号発信コイルの現在の位置と深さは、図５に表示されている状態のほうがより
近い。
【０１０１】
患者の生体のある領域に使用した場合、経腸栄養カテーテルの先端／遠位端のコイルは、
患者の内部器官の無意識の動きによって移動し続ける。これは、呼吸（横隔膜の動き）と
いう単純な動きによるものである。また、蠕動（胃、十二指腸、空腸などの管状の器官の
長手および円形の筋肉繊維が内容物を押し出す動き）によるものである。さらに、動きの
程度は、ずっと小さいが、胸腔の上部の器官に挿管したときなど、挿管工程で起きうる、
避けられない他の動きもある。
【０１０２】
最も有効な表示形態を提供するためには、連続的な矢印の描写（現在のコイルの位置、深
さおよび向きを示す）の間の遅延と、臨床医にとって必要なコイルの動きの表示との間で
バランスをとることが必要となるのは明らかである。間隔があまり長すぎると、コイルは
、画面に記録され、臨床医に表示される前に間違った経路に沿って受け入れられない距離
を進んでしまう可能性がある。逆に間隔が短すぎると、上記のような動きの要素によって
ジャンプする矢印で画面が一杯になってしまう。いずれの場合も、臨床医の助けになるど
ころか混乱させて誤った方向へ導きかねない。
【０１０３】
理想的な遅延が、医学的には究極の選択であり、装置は、臨床医によって希望の表示特性
を示すように調整可能である。このような遅延は、ＣＶＣカテーテルが挿入されたとき、
または体内の他の領域に挿入されたときなどによって異なる。
【０１０４】
連続的に表示された位置を示す印の量は、医療上の好みの問題でもあり、図５に示す例で
は、１４の位置が連続的に一度に表示されている。表示の最後尾は、患者の内部の器官を
通ってコイルの経路が進むにつれて消え、画面上に表示される印を最低数に維持する。そ
うでないと、モニタが印で一杯になってしまい、カテーテル／ガイドワイヤの先端／遠位
端の動きと現在の位置とを確認するのが困難となる。異なる色で新しい印、最終の印、そ
して、中間の印を表示しても、臨床医にとっては有利であろう。
【０１０５】
経腸栄養カテーテルの場合、カテーテルの先端／遠位端を、経腸栄養注入に最も適した空
腸の領域に位置させたら、ガイドワイヤを抜くことができる。この時点で、位置および深
度検出機器を記録モードで使用することもできる。
【０１０６】
ガイドワイヤが例えば３秒以上引っ張られると、モニタを使ってコイルがそのとき適した
位置にあるカテーテルの経路を通って戻る間、その経路（Ｘ－Ｙおよび深さ）を追跡する
。検出装置は、最も適合度の高い線を算出するために十分な測定がきるよう、所定の距離
を空けて位置する二つ以上の検出コイルから発信コイルまでの半径方向の距離を記録する
ように配置する。測定を行えば行うほど、線の適合度は高くなるのは明らかである。しか
し、それらの測定結果を、コイルがカテーテルから引き出されるときの経路を示す視覚的
表示に変換する技術は数多く存在する。電子および演算技術の当業者にとっては、そのよ
うな機能を提供するのは容易なことであろう。
【０１０７】
検出した信号の変化を使って、発信コイルが進んだ経路を判別することができる。そして
、コイルの動作を検出し、表示処理する他の方法も数多く存在する。別の方法として、コ
イルの位置を、所定の変化があるたびに表示する方法がある。実際に必要とされる変化は
、発信コイルを取り付けていたときの用途により、ユーザが調整できる。
【０１０８】
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演算機能を有するプロセッサも、検出装置が受信した様々な信号を比較するための方法の
一つであり、引用した米国特許の中に出願人によって開示されており、その場合も三つの
コイルを特定の空間関係で配置している。
【０１０９】
プロセッサは、プロセッサが受信し、処理した信号に基づいて、表示のデータを作成する
。さらにプロセッサは、装置のユーザに最も有効な形式で、発信コイルの位置を表す指示
データを作成する。そのような形式の一つとして、インジケータの画像がある。図面では
、検出されたコイルの位置および方向をユーザに矢印で示している。この特殊なインジケ
ータの表示は、有効ではあるが、その他にも有効な表示が数多く存在する。
【０１１０】
また、プロセッサは、所定の基準画像を指定する基準データを作成することもできる。基
準画像は、線、曲線、またはオブジェクトでもよい。好ましくは、基準画像は、人体の適
当な部位または部分がよい。その部位または部分は、挿管されている患者の実際の部位ま
たは部分ではなく、架空の描写である。特に、非対象の人体（患者のものではない）でも
よい。前述のように、異なるタイプのカテーテル位置決め装置は、互換性はなく、共通の
検出装置を使用することができるように設計されている。しかし、異なる装置がある場合
には、そのタイプをプロセッサに知らしめる必要はない。その二つは互いに対応して製造
されているため、一つ以上の所定の基準画像を含むデータ記憶装置を利用することができ
る。よって、データ記憶装置を使って、検出装置のタイプと使用する場所に対して例えば
胸骨に適した画像を提供することができる。また、データ記憶装置は、カテーテルととも
に使用した発信コイル（指示データ）の位置に関する情報を表示装置に表示するのに有効
な記号やその他の画像、および基準画像（適当な位置に配置した人体の部位もしくは部分
の記号）などを保存することができる。
【０１１１】
図６に示す表示は、特殊な患者におけるトレースを示す典型的な結果である。他の患者は
、わずかに異なる経路と深さを示すであろう。図示の深さの測定結果は、相対測定であり
、絶対測定ではないが、適した方法で使用されている。患者の中にカテーテルを挿管する
熟練した、経験を積んだスタッフの大きな助けとなっている。
【０１１２】
カテーテルの先端の相対的深さが個人による変化の率が非常に小さいため、そこに最も注
意を払っている。
【０１１３】
経腸栄養カテーテル挿管の例において、図６に示す表示は、カテーテルが剣状胸骨結合部
３０の下を通過するときに非常に深い（例えば検出装置の位置より１７ｃｍ下）ことを示
している。カテーテルが胃の中を通過するとき、その先端は、より近く、より浅い（例え
ば１４ｃｍ）のところを通過し、正中線３２の下を通るときには非常に浅く患者の表面に
最も近い（例えば８ｃｍ）。十二指腸のはじめの部分は比較的浅く（例えば１０ｃｍ）、
最終的には、十二指腸／空腸で非常に深くなる（例えば１７ｃｍ）。
【０１１４】
長期間医療関係で使用した後、上記（または他の）箇所または領域で許容可能で確実な範
囲の深さおよび率が開発され、カテーテルが通過する経路の正確性を医療的に評価するた
めに最も役立つようになるであろう。
【０１１５】
この場合も、スチレットに取り付けたコイルの先端／遠位端、しかるにカテーテルの先端
の正確な位置を証明するものではないが、表示された特性は、カテーテルの位置に関する
医療上の決定を改善するために貢献する。
【０１１６】
スチレットは、カテーテル内で再使用することができる（汚染除去および洗浄後）。よっ
て、医療上の環境で安価に利用でき、Ｘ線や他の検出法における費用と時間のかかる場合
に比較して、より頻繁にカテーテルの位置をチェックするようになる。スチレットの再使
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用は、医療環境では一般的ではあるが、これらの装置の再利用を管理する作業標準のもと
に既成当局の許可がないかぎりは、本書の著者は推奨しない。
【０１１７】
もちろん、他の医療監視技術も継続的に使用し、経腸／非経腸栄養であろうと、他の目的
であろうと、カテーテルが適当な位置にあることを臨床医がさらに確信できるようにする
必要がある。
【０１１８】
患者はＸ線、Ｘ線透視法、超音波診断法による画像ガイダンスによってＶＡＣ／ＣＶＣで
挿管されることがしばしばである。経皮中心静脈アクセスは、カテーテルの先端が大静脈
心房領域に位置しているときに行う。皮下トンネル形成カテーテルは皮膚の切開部分を介
して体から出る前に皮下管を通る。このようなカテーテルは、薬剤投与および透析に使用
する。画像ガイド技術は、高価であるが、盲目挿管もしくは、外部目印による挿管技術に
比較して早期合併症の可能性が低い。
【０１１９】
ＶＡＣ／ＣＶＣは、現在は、長期静脈内抗生物質投与ならびに非経腸栄養投与、および血
液サンプリングなどに使用される。
【０１２０】
市場における多種多様なＶＡＣ／ＣＶＣからの選択肢には、ヒックマン（商標）またはグ
ローション（商標）のような１ルーメン、もしくは多重ルーメン、短期間用の"セントラ
ルライン"皮下トンネル形成カテーテル、Ｐｏｒｔ－Ａ－Ｃａｔｈ（商標）またはＩｎｆ
ｕｓａＰｏｒｔ（商標）のような埋め込み式カテーテルがあり、さらに、末梢静脈穿刺（
ＰＩＣＣ）も入手可能である。
【０１２１】
ここに説明した本発明は、ほとんどのカテーテルに対し正確な位置付けを促し、もっとも
有利なことに、最初に載置してから後、いつでもその正確な載置をチェックおよび確認す
ることができる。
【０１２２】
図７は、対応する左右の腕頭静脈５０および５２それぞれに中間で交わる右鎖骨下静脈４
６と左鎖骨下静脈４８を示す胴体の上部の静脈系の正面図である。
【０１２３】
腕頭静脈は心臓６２の右心房６０に入る前に大静脈心房結合部５６に向かって下降する上
大静脈５４の上側領域で結合する。
【０１２４】
図９は、臨床医が見える画面上に示されるものであり、先端が上大静脈５４の中央領域に
理想的に位置する末梢静脈穿刺（ＰＩＣＣ）の経路として構成されたトレース６４である
。また、図９は、胸骨６６の外側を示しており、よって、画面に表示されているものと、
患者の体の周知の目印との間の基準領域を臨床医に提供する。明らかに輪郭は一般的な胸
骨を絵画的に描写したものであり、患者の胸骨ではない。この描写は、いずれにしても、
臨床医が手元で行う仕事に対して有用である。
【０１２５】
ＰＩＣＣの載置中、患者の横隔膜上の器官の相対的安定性により、モニタ上に示されたト
レースは、経腸栄養カテーテルに関して説明した引き戻りトレースと類似している。カテ
ーテルの先端は、上大静脈にモニタ上に表示された二次元の経路のみでなく、先に挿入し
たガイドワイヤ上で進んでいる間に患者の胴体の上部の静脈系のさまざまな枝部を通して
進んだその深さによっても確認できる。
【０１２６】
モニタより臨床医が最も明確に得られる情報は、カテーテルが鎖骨下静脈から腕頭静脈（
図９の６８）の中に移る際のその方向の激しい変化と、それに関連する深さである。
【０１２７】
前述のように、大人の場合、カテーテルの先端と、適切に位置付けされた測定機器との間
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の直線距離が約９ｃｍになったときが、カテーテルの先端の最も好ましいとされる位置と
して独立して識別された測定結果である。検出装置が患者の正中線に沿った頚静脈胸骨切
り込みの先端／正中線に位置させた時がそうである。
【０１２８】
こうした明示的な測定は、例示のみを目的としたものであり、装置の使用に伴う実際的な
方法論であるが、すべての環境において完全に正確なものではない。しかし、このような
測定は、前述したように、将来、測定する患者の数が増え、他の方法により立証され、さ
らなるデータが収集されて分析されるに従って、カテーテルの先端の適切な位置のインジ
ケータとして医療的に受け入れられないともかぎらない。
【０１２９】
表示装置は、カテーテルの先端の前進が連続的であり、この実施形態においては、モニタ
表示の中の形状６６で示すように患者の胸骨の位置に対して常に表示されているため、臨
床医にとって特に有用である。
【０１３０】
図１０は、胸腔の上部の静脈系の一部を示すものであり、特に上大静脈まで延在するＰＩ
ＣＣ７０の載置を示す。
【０１３１】
前述の内容から、表示された人体の部位または部分は、明示的にそれに対する信号発信コ
イルの位置を特定するために使用するものではないが、ガイドとして使用されることが多
いことは明らかであろう。
【０１３２】
臨床医はその時間の経過に伴う観測から、信号検出器によって判定した挿入したコイルの
位置は、表示された記号ではなく、信号検出装置上の所定の位置に対して半径方向にＸｃ
ｍであることが分かる。プロセッサは、コイル位置の水平面（仰向けに寝ている患者を想
定）の例えばＸとＹの座標を、画面上の画像として、また数値として提供することができ
る。
【０１３３】
信号検出装置自体が所定の体の部位または部分に対して一貫した位置にある場合には、表
示されたそれぞれの測定結果は表示された基準画像を参照する。しかし、これは、絶対値
となるということではなく、例えば人体の特定の器官または通路における実際の位置とし
て臨床医が経験し、評価するものは、習得した専門知識の問題である。
【０１３４】
したがって、表示は二つのレベルで使用される。一つは検出装置の所定の点から正確な半
径方向の距離Ｘまたは（Ｘ，Ｙ）を求めることである。もう一つは、その位置測定値をそ
の周知の身体の部位または部分と関連付けることである。（表示されたものとは異なる場
合もある。）
【０１３５】
表示された体の部位または部分は単なる描写に過ぎない。これは、領域を示すためにのみ
使用する。
【０１３６】
円弧状の線（図３，４、および５）は、前述のように、典型的な人間の横隔膜の縦断面の
複雑は形状を示す。検出装置および表示装置で使用する電子装置は、検出コイルの上側の
コイルが特定の骨の目印上に載置されたと仮定するので、表示装置は、二本の曲線の接続
部の位置決めをし、それに従ってカテーテルのコイルの位置の測定結果を関連付ける。
【０１３７】
よって、表示が単なる指標であると認識した上で、明らかに目に見えるものに加え、プロ
ンプトを示すことができる。これらのプロンプトは、臨床医に、信号発信コイルが患者の
横隔膜を示す円弧状の線の上か、下かを知らせる。これらのプロンプトは、可聴信号でも
よい
【０１３８】
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例えば、患者の頭の端部が検出装置の正しい載置によって正しく判断されていると仮定し
た場合、表示されたコイル位置が円弧状の線の上方から近くなるに従って可聴音の周波数
が上がる。さらに、表示されたコイル位置が表示された円弧状の線の下に進み、そこから
離れるに従って可聴音は、その距離の増加に伴いパルスがゆっくりとなる。
【０１３９】
可聴信号は装置のユーザが好むタイプのものでよい。
【０１４０】
また、測定位置を誤った載置の可能性を示すために使用することもできる。この場合、表
示装置の中に専門のシステム情報データベースに相当するもののプログラムを組む必要が
ある。理想的には、身体上の信号検出装置の所定の位置に関し、信号検出器から一定の半
径方向の距離だけ離れた体内の領域を指定し、挿管中に測定すると、信号発信コイルが身
体の好ましくない領域または部位にある、もしくは近づいていることを示すようにする。
【０１４１】
よって、臨床医が期待した位置測定を自然に感じ取るだけでなく、専門的な装置を使って
発信コイルが前進してカテーテルが患者の不適切な領域に入ったことを臨床医に警告する
ためのバックアップとして使用することができる。この場合の指示はモニタの画面上の可
視表示装置によるものでも、また追加の可聴信号によるものでもよい。人体は解剖学的に
は患者によってさまざまであるため、上記の方法はあくまでもガイダンスであり、医療上
の経験に代わるものではないことを認識しておく必要がある。
【０１４２】
体の他の部分へのカテーテルの載置に関し、医療上の経験を積むに従い、モニタ上に臨床
医に役立つ解剖学上の定常点、領域または構造体などの様な他の基準画像を重ねることが
できるようになる。追加の可視および可聴情報は、患者の中にカテーテルを挿入する資格
を有する熟練した臨床医または登録した看護婦へのガイダンスとなる。
【０１４３】
本発明は、上記の特定な適用方法における使用に限定されるものではないことは、当業者
にとって明らかであろう。また、本発明はその好ましい実施形態において説明した特定の
要素及び／又は特性に限定されるものでもない。本発明の原理から逸脱することなく、様
々な変更が可能であることは明らかである。よって、本発明は、請求の範囲におけるそれ
らの変更すべてを含むものと理解されるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】コイルと、その先端／遠位端近傍に位置する出口孔を有するカテーテルを示す図
である。
【図２】先端／遠位端の近傍に位置するコイルを有するスチレットを示す図である。
【図３】患者の上の適した位置に置かれた検出装置と、身体の領域を描写した表示の概要
を示す図である。
【図４】患者の説明図上に重ねたカテーテルもしくはスチレットの先端のコイルの位置お
よび深さの表示を示す図である。
【図５】希望の位置まで移動していなくても、時間の経過と共に患者の腹部に位置するコ
イルの位置のみをを示す典型的な表示の図である。
【図６】患者内において、カテーテルの記録された経路と現在の位置の表示状態を示す図
である。
【図７】胴体の上部の静脈系を示す図である。
【図８】患者の頚静脈胸骨の切り込みの先端／正中線にわたって好ましい状態で位置決め
されたコイル位置表示装置の概要を示す図である。
【図９】患者の上大静脈内に正しく載置された中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）を描写した
図である。
【図１０】患者の胴体の上部を表す図であり、ＣＶＣの経路と、その先端が上大静脈の領
域に位置しているところを示す図である。
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