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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定管腔長の血管にわたって血餅を崩壊する装置であって、該装置は、以下：
　カテーテル本体であって、該カテーテル本体は、近位末端、遠位末端および少なくとも
その遠位末端を通る管腔を有する、カテーテル本体；
　該カテーテル本体の管腔内にあって該血管の該所定長にわたって血餅を機械的にかき混
ぜる手段；および
　該カテーテル本体の遠位末端の近くにあって該血管の該所定長にわたって薬剤を分配す
る手段、
を備える、装置。
【請求項２】
　前記薬剤が、血栓溶解剤、フィブリン溶解剤、カルシウム溶解剤、遺伝子治療剤および
ＧＰ　ＩＩｂ／ＩＩＩａ群阻害剤からなる群から選択されるメンバーである、請求項１に
記載の装置。
【請求項３】
　前記機械的かき混ぜ手段が、回転可能および／または軸方向に並進運動可能なかき混ぜ
機を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記かき混ぜ機が、弾力性要素を含み、該弾力性要素が、低プロフィールを有するよう
に放射状に束縛され得るか、または非直線形状を備えた拡大プロフィールを有するように
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放射状の束縛から解放され得る、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記かき混ぜ機が、弾力性要素を含み、該弾力性要素が、非直線形状を備えた拡大プロ
フィールを呈するように、軸方向に短くされ得る、請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　前記弾力性要素が、螺旋、スパイラル、蛇行、ジグザグ、交互螺旋およびランダムから
なる群から選択される非直線形状を有する、請求項４または５に記載の装置。
【請求項７】
　前記薬剤分配手段が、前記弾力性要素を覆って配置された多孔性鞘を含む、請求項５に
記載の装置。
【請求項８】
　前記多孔性鞘が、可撓性であり、そして前記弾力性要素が、該鞘を前記血餅に押し付け
る、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記薬剤分配手段が、前記弾力性要素に分配手段を含み、ここで、該弾力性要素が、該
薬剤を注入する手段を含み、該注入手段が、該弾力性要素の長さにわたって配置されてい
る、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記注入手段が、複数の間隔を置いたポートを含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記注入手段が、前記弾力性要素の長さにわたって、多孔性領域を含む、請求項９に記
載の装置。
【請求項１２】
　前記薬剤分配手段が、前記機械的かき混ぜ手段にわたって配置された多孔性鞘を含む、
請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記多孔性鞘が、可撓性であり、そして前記機械的かき混ぜ手段が、該鞘を前記血餅に
押し付ける、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　さらに、治療する血管内の１領域を通る血流を減らすために前記カテーテル本体上の少
なくとも１位置を分離する手段を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記分離手段が、治療する前記領域の近位末端および遠位末端の両方を分離する、請求
項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記分離手段が、前記カテーテル本体上に、一対の軸方向に間隔を置いたバルーンを含
む、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　さらに、前記機械的かき混ぜ手段の周りの領域から崩壊した血餅を吸引する手段を含む
、請求項１、１４、１５または１６に記載の装置。
【請求項１８】
　血管の標的領域にわたって血餅を崩壊する装置であって、該装置は、以下：
　カテーテル本体であって、該カテーテル本体は、近位末端および遠位末端を有する、カ
テーテル本体；
　該カテーテル本体の管腔内のかき混ぜ機であって、該かき混ぜ機は、該遠位末端の近く
に配置されており、該標的領域にわたって血餅を機械的にかき混ぜるためにある、かき混
ぜ機；および
　ポートであって、該ポートは、該遠位末端の近くに配置されており、該標的領域に沿っ
て薬剤を導入する薬剤供給源と流体連絡している、ポート、
を備える、装置。
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【請求項１９】
　さらに、吸引管腔を含み、該吸引管腔が、前記遠位末端の近くに吸引ポートを有し、前
記標的血管から物質を吸引するためにある、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　さらに、前記吸引ポートに連結された真空源および前記吸引管腔内に配置されたポンプ
からなる群から選択される少なくとも１個のメンバーを含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　さらに、前記吸引管腔を規定する吸引カテーテルを含み、該吸引カテーテルが、前記カ
テーテル本体の外側に配置されている、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記カテーテル本体が、前記吸引管腔を含む、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　血管の領域にわたって血餅を崩壊する装置であって、該血管に沿って、アクセス部位が
配置されており、該装置は、以下：
　導入器鞘であって、該導入器鞘は、該アクセス部位を対するアクセスを与えるためにあ
る、導入器鞘；
　第一細長本体であって、該第一細長本体は、該導入器鞘を通って伸長しており、近位末
端および第一遠位末端を有し、該第一遠位末端は、該鞘内に位置する第一かき混ぜ機を備
えている、第一細長本体；
　第二細長本体であって、該第二細長本体は、該導入器鞘を通って伸長しており、第二遠
位末端を有し、該第二遠位末端は、該鞘内に位置する第二かき混ぜ機を備え、該アクセス
部位は、該第一かき混ぜ機と該第二かき混ぜ機の間に配置されている、第二細長本体；
　および該アクセス部位に沿って薬剤を導入するために薬剤供給と流体連通している該第
一遠位末端の近傍に配置されたポート、を備える、装置。
【請求項２４】
　前記血管の前記領域を分離するために、第一血流アイソレータが、前記第一かき混ぜ機
から遠位に配置されており、第二血流アイソレータが、前記第二かき混ぜ機から遠位に配
置されている、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　血管内の所定管腔長にわたって血餅を崩壊するためのシステムであって、該システムは
、
　該所定管腔長にわたって該血餅を機械的にかき混ぜるための手段であって、カテーテル
本体の管腔内に位置する手段；および
　機械的にかき混ぜている該所定管腔長にわたって分配パターンで薬剤を注入するための
手段、
を備える、システム。
【請求項２６】
　前記所定管腔長が、少なくとも５ｃｍである、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記血管が、静脈である、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記静脈が、大静脈、腸骨静脈、大腿静脈、膝窩静脈、総腸骨動脈、外腸骨静脈、上腕
静脈および鎖骨下静脈からなる群から選択される、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記血管が、動脈である、請求項２５に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記動脈が、内腸骨動脈、外腸骨動脈、膝窩動脈、冠状動脈、浅大腿動脈および上腕動
脈からなる群から選択される、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記血餅を機械的にかき混ぜるための手段が、放射状に拡大可能なかき混ぜ機を備え、



(4) JP 4792554 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

該放射状に拡大可能なかき混ぜ機は、前記血管内で、該血餅に対して、回転および／また
は軸方向に並進運動するように構成されている、請求項２５に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記放射状に拡大可能なかき混ぜ機が、弾力性であり、該かき混ぜ機が回転および／ま
たは軸方向に並進運動するにつれて前記血餅に接して押し付けるように、前記血管によっ
て放射状に束縛される、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記薬剤を注入するための手段が、前記かき混ぜ機を覆って配置された多孔性鞘を通っ
て該薬剤を送達するように構成されており、ここで、該薬剤が、前記血餅が該かき混ぜ機
によって機械的に崩壊されている間に、該血餅に送達される、請求項３１に記載のシステ
ム。
【請求項３４】
　前記かき混ぜ機が、弾力性チューブを含み、該チューブが、前記血餅に接して拡大した
とき、非直線形状を有し、ここで、前記薬剤を注入するための手段が、該血餅に接触して
いる該チューブの長さにわたって分配されたポートまたは多孔性領域に、該チューブの管
腔を通って該薬剤を送達するように構成されている、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３５】
　さらに、前記所定管腔長の少なくとも一端を分離するための手段を備える、請求項２５
に記載のシステム。
【請求項３６】
　さらに、前記所定管腔長の近位末端および遠位末端の両方を分離するための手段を備え
る、請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記分離するための手段が、少なくとも１個の閉塞バルーンを備える、請求項３５に記
載のシステム。
【請求項３８】
　前記分離するための手段が、前記薬剤を注入する前に操作される、請求項３５に記載の
システム。
【請求項３９】
　前記分離が、前記薬剤の注入を停止した後まで維持される、請求項３８に記載のシステ
ム。
【請求項４０】
　さらに、前記所定管腔長に沿って崩壊した血餅物質を吸引するための手段を備える、請
求項２５に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記血餅物質が、カテーテル本体で支持されたかき混ぜ機によりかき混ぜられ、ここで
、前記崩壊した血餅物質が、該カテーテル本体内の吸引管腔を通って吸引される、請求項
４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記崩壊した血餅物質が、前記吸引管腔内に配置されたポンプを使用して吸引される、
請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記血餅物質が、カテーテル本体で支持されたかき混ぜ機によりかき混ぜられ、ここで
、前記崩壊した血餅物質が、吸引カテーテルの吸引管腔を通って吸引される、請求項４０
に記載のシステム。
【請求項４４】
　血管内の管腔長にわたって血餅を崩壊するためのシステムであって、該システムは、
　該管腔長を血流から分離するための手段；
　該管腔長に沿って薬剤を注入するための手段；および
　該管腔長に沿って該血餅を機械的にかき混ぜるための手段であって、カテーテル本体の
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管腔内に位置する血餅を機械的にかき混ぜるための手段、を備える、システム。
【請求項４５】
　キットであって、該キットは、以下：
　カテーテルであって、該カテーテルは、該カテーテルの管腔内に位置するかき混ぜ機お
よび血栓溶解剤送達手段を有する、カテーテル；ならびに
　使用説明書であって、
　　所定管腔長にわたって血餅を機械的にかき混ぜる工程；および
　　機械的にかき混ぜている該所定管腔長にわたって分配パターンで薬剤を注入する工程
、
　を包含する方法に従った、使用説明書、
を含む、キット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（関連出願の引用）
本願は、２０００年１月２５日に出願された米国特許出願第０９／４９１，４０１号から
優先権を主張しており、その全開示内容は、本明細書中で参考として援用されている。
【０００２】
（発明の背景）
（１．発明の分野）
本発明は、一般に、医療デバイスおよび方法に関する。さらに特定すると、本発明は、血
管から閉塞物質を溶解し崩壊するデバイスおよび方法に関する。
【０００３】
血栓症およびアテローム硬化症は、ヒトに起こる通例の病気であり、これは、血管の管腔
内で血栓が堆積することに起因する。このような堆積物は、硬化すると、通例、プラーク
と呼ばれている。このような堆積物は、最も一般的には、ヒトの手足に血液を送る末梢血
管および心臓に血液を送る冠状動脈にある。静止した機能不全の弁および静脈循環での外
傷は、血栓を引き起こし、これは、特に、末梢血管系の深静脈血栓として起こる。このよ
うな堆積物は、血管の局在領域で蓄積するとき、血流を制限し、重大な健康上のリスクを
引き起こす。
【０００４】
血栓は、自然血管系で形成されることに加えて、「人工」血管系（特に、末梢大腿－膝窩
および冠状バイパス移植片および透析アクセス移植片および瘻孔）において、重大な問題
である。このような人工血管を作成するには、血管系において、少なくとも１位置、通常
、少なくとも２位置での吻合癒着が必要である。このような吻合癒着部位は、特に、内膜
肥厚により起こる狭小化が原因の血栓形成を受けやすく、また、これらの部位での血栓形
成は、移植した移植片または瘻孔の不全の多くの原因となっている。透析アクセスに使用
される動静脈移植片および瘻孔は、吻合癒着部位および他の場所での血栓により、著しく
弱められる。血栓は、しばしば、この移植片を数年以内（最悪の場合、数カ月以内）に交
換する必要がある程度まで生じる。
【０００５】
冠状血管系および末梢血管系だけでなく移植した移植片および瘻孔における血栓およびア
テローム硬化症を治療するために、種々の方法が開発されている。このような技術には、
外科的処置（例えば、冠状動脈バイパス移植）および最小侵襲性処置（例えば、血管形成
術、アテレクトミー、血栓摘出術、血栓溶解、経心筋血管再生（ｔｒａｎｓｍｙｏｃａｒ
ｄｉａｌ　ｒｅｖａｓｃｕｌａｔｕｒｉｚａｔｉｏｎ））などが挙げられる。
【０００６】
本発明で格別重要なことに、血栓溶解剤（例えば、組織プラスミーノゲン活性化因子（ｔ
ＰＡ）、ストレプトキナーゼ、ウロキナーゼなど）を使用して血餅を溶解する種々の技術
が開発させている。このような血栓溶解剤は、全身的に送達できるものの、本発明は、特
定すると、このような薬剤の局所送達に関係しており、さらに特定すると、機械的な血餅
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崩壊と組み合わせたこのような薬剤の局所送達に関係している。
【０００７】
血栓溶解剤は、比較的に軟らかい血餅（例えば、深い静脈内で形成されたもの）を攻撃し
て溶解するのに非常に効果的であり得る。しかしながら、このような薬剤は、作用するの
に時間を要し、局所送達カテーテルは、しばしば、高い局所濃度の活性血栓溶解剤を供給
するために、分離バルーンを使用する。このように濃度を高めても、これらの薬剤は、作
用するまでに長期間を要し得、これらの治療を長く非効率的なものにしている。ある場合
には、単に、血栓溶解剤だけを使っただけでは、広範な血餅領域が有効に治療できない。
このような場合、さらに、これらの血栓溶解剤を送達している間に、血餅を崩壊する機械
的な要素を設けることが提案されている。例えば、Ｍｉｒ　Ａ．Ｉｍｒａｎの米国特許第
５，９４７，９８５号を参照せよ。この特許は、血管内の治療領域を分離する軸方向に間
隔を置いたバルーンを有するカテーテルを記述している。このカテーテルは、この間隔を
置いたバルーンとその壁から血餅物質を除去して吸引を助ける螺旋ワイヤとの間で血栓溶
解剤を送達するポートを備える。このカテーテルは、有望な方法ではあるものの、治療す
る血餅への血栓溶解剤の直接的な送達および混合を高めるようには最適化されていない。
【０００８】
これらの理由のために、血管の血餅（特に、深静脈血栓症で見られる種類の軟らかい血餅
）を崩壊し溶解する改良した装置、システム、方法およびキットを提供することが望まれ
ている。特に、治療する領域に送達される血栓溶解剤の血栓溶解活性を高めることができ
る方法および装置が望まれており、さらに特定すると、血管内での血餅塊内への血栓溶解
剤の直接的な導入および混合を高めることが望まれている。このような方法および装置は
、好ましくは、血管血餅の血栓溶解に必要な治療時間を短くすると共に、その血餅のます
ます小さい粒子への機械的な崩壊を改善して溶解した血餅の除去の両方を促進すべきであ
る。これらの目的の少なくとも一部は、以下で記述する本発明により、満たされる。
【０００９】
（２．背景技術の説明）
血栓溶解剤の送達に機械的な崩壊を組み合わせた血餅崩壊カテーテルは、例えば、米国特
許第５，９７２，０１９号および第５，９４７，９８５号で記述されている。他の血餅崩
壊カテーテルは、例えば、米国特許第５，９５４，７３７号；第５，７９５，３２２号；
第５，７６６，１９１号；第５，５５６，４０８号；第５，３３０，４８４号；第５，２
７９，５４６号；第５，１１６，３５２号；第５，０１４，０９３；号およびＷＯ９６／
０１５９１で記述されている。血栓を治療する軸方向に間隔を置いた分離バルーンを有す
るカテーテルは、例えば、米国特許第５，９４７，９８５号および第５，２７９，５４６
号およびＷＯ９７／１１７３８で示されている。螺旋状および非直線ガイドワイヤを有す
るカテーテルは、米国特許第５，５８４，８４３号；第５，３６０，４３２号；第５，３
５６，４１８号；および第５，３１２，４２７号で記述されている。他の重要な特許およ
び特許公報には、米国特許第５，９５７，９０１号；第５，９５１，５１４号；第５，９
２８，２０３号；第５，９０８，３９５号；第５，８９７，５６７号；第５，８４３，１
０３号；第５，８３６，８６８号；第５，７１３，８４８号；第５，６４３，２２８号；
第５，５６９，２７５号；第５，５４９，１１９号；第５，５４０，７０７号；第５，５
０１，６９４号；第５，４９８，２３６号；第５，４９０，８５９号；第５，３８０，２
７３号；第５，２８４，４８６号；第５，１７６，６９３号；第５，１６３，９０５号；
第４，９２３，４６２号；第４，６４６，７３６号；第４，４４５，５０９号；およびＷ
Ｏ９９／２３９５２およびＷＯ９９／０４７０１が挙げられる。医学文献における重要な
出版物には、ＬｅＶｅｅｎら（１９９２），Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｈｅａｒｔ　Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎ　Ｐｏｓｔｅｒ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ；Ｔａｃｈｉｂａｎａ（１９９
３）　ＪＶＩＲ　Ｓ：２９９～３０３；Ｋａｎｄａｒｐａら（１９９８）　Ｒａｄｉｏｌ
ｏｇｙ　１６８：７３９～７４４；Ｂｉｌｄｓｏｅら（１９８９）　Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ
　１７１：２３１～２３３；およびＲｉｔｃｈｉｅら（１９８６）　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉ
ｏｎ　７３：１００６～１０１２が挙げられる。
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【００１０】
（発明の要旨）
本発明は、患者の血管系（動脈血管系および静脈血管系の両方を含めて）に存在している
血栓（これはまた、血餅とも呼ばれている）を崩壊し溶解する装置、システム、方法およ
びキットを提供する。本発明は、特に、静脈血管系内の血栓疾患（例えば、浅静脈、中心
静脈、大腿－膝窩静脈、腸骨－大腿静脈などにある血栓症）を治療することに向けられて
いる。本発明はまた、特に、動脈血栓疾患（例えば、腸骨－大腿動脈、浅大腿動脈などに
ある血栓症）を治療することに向けられている。
【００１１】
本発明は、多くの点で有利である。特に、本発明の方法および装置は、血管血栓への血栓
溶解剤の改良した導入および混合を提供し、これは、順に、血栓溶解の効率を改善し、こ
れには、溶解に必要な時間の短縮および／または血餅が溶解される度合いの向上（すなわ
ち、治療の最終時点で達成される血餅の粒径の低下）の両方が挙げられる。治療時間の短
縮は、治療費用を安くするだけでなく、患者がこの治療を受ける時間を短くする。血餅溶
解度の改良は、解離した塞栓（これは、患者には重大なリスクとなり得る）の危険を減ら
す。特に、本発明の方法およびデバイスは、導入される血栓溶解剤が適用できる血栓また
は血餅の表面積を高めると同時に、血栓溶解剤の混合を向上させる。血栓が崩壊されてい
る地点での血栓溶解剤の直接的な放出および適用できる表面積の増大は、共に、その血栓
溶解活性の著しい上昇をもたらし、結果的に、治療時間の短縮を生じる。
【００１２】
第一局面では、本発明による装置は、近位末端および遠位末端を有するカテーテル本体を
備える。このカテーテル本体の寸法および材料は、治療する血管系の標的部位に従って選
択され、すなわち、このカテーテルは、経皮的にまたは入口で血管系に切開することによ
って導入され、次いで、典型的には、ガイドワイヤの上で標的部位へと血管内を前進する
大きさにされる。末梢血管系、冠状血管系および大脳血管系にある標的部位は、一般に、
異なるアクセス部位を通って接近され、異なる長さ、直径および可撓性を有するカテーテ
ルが必要である。このようなカテーテルの作成は、しかしながら、周知であり、特許文献
および医学文献で十分に記載されている。
【００１３】
このカテーテル本体の遠位末端の近くには、血餅を機械的にかき混ぜる手段および血餅内
に血栓溶解剤を分配する手段の両方が配置され得る。この機械的かき混ぜ手段および血栓
溶解剤分配手段の両方は、血管内の所定長にわたって、効果的である。すなわち、本発明
の血餅崩壊装置は、血餅を機械的にかき混ぜるだけでなく、同時に、血管の所定長にわた
って、機械的かき混ぜ領域において、この血栓溶解剤を血餅に送達できる。この所定長は
、通常、少なくとも５ｃｍ、さらに普通には、少なくとも１０ｃｍ、典型的には、５ｃｍ
～１００ｃｍの範囲、通常、１０ｃｍ～５０ｃｍの範囲である。治療する血栓症の長さは
、その疾患の血管系内での位置に依存して、変わる。例えば、深静脈血栓は、しばしば、
５ｃｍ～１００ｃｍの範囲の長さにわたって、散在している。本発明の装置および方法は
、以下でさらに詳細に記述するように、これらの長さにわたって散在している疾患を治療
できる。本発明の装置は、患部の全長を一度に治療するように適合する必要はない。患部
内の別個の長さを別々に治療することがしばしば可能であり、ある場合には、望ましい。
このような別個の長さは、例えば、この治療装置を治療する血管内で軸方向に並進運動す
ることにより、連続的に治療できる。あるいは、これらのセグメントは、異なる装置（こ
れらは、必要に応じて、血管系にある異なる導入部位から導入される）を使用して、治療
できる。
【００１４】
このカテーテル本体にある機械的かき混ぜ手段は、多種多様な特定形状を有し得る。通常
、この機械的かき混ぜ手段は、放射状に拡大可能なかき混ぜ機（これは、このカテーテル
本体に対して、回転可能または軸方向に並進運動可能である）を含む。第一の実施形態で
は、この放射状に拡大可能なかき混ぜ機は、自己拡大性であり、例えば、弾力性要素を含
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み得、これは、低プロフィール（小さい直径）を有するように放射状に束縛され得、また
、非直線形状を備えた拡大プロフィール（大きい直径）を有するように放射状の束縛から
解放され得る。典型的には、スリーブまたは鞘（これは、この放射状に拡大可能なかき混
ぜ機を覆うか露出するように、このカテーテル本体に対して、軸方向に前進および後退さ
れ得る）により、放射状の束縛が得られ得る。このようにして、このカテーテルは、被覆
された拡大可能かき混ぜ機と共に、血管系内の標的部位に導入できる（それゆえ、放射状
に束縛できる）。この鞘またはスリーブは、所望の標的部位に到達した後、それが拡大し
て血管内の血餅と係合するように、この放射状に拡大可能なかき混ぜ機を解離するために
、軸方向に後退できる。このかき混ぜ機は、次いで、以下でさらに詳細に記述するように
、回転および／または軸方向に並進運動されて、血栓溶解剤の放出と組み合わせて、血餅
にかみ合い、血餅を崩壊し得る。このような回転、振動および／または並進運動は、通常
、この攪拌機と作動可能に連結されたモーター駆動ユニットを使用して達成されるが、あ
る場合には、全部または一部を手動で実行できる。
【００１５】
代替実施形態では、この放射状に拡大可能なかき混ぜ機は、弾力性要素を含み得、これは
、非直線形状を有する拡大プロフィールを呈するように、軸方向に短くできる。例えば、
自己拡大性の弾力性要素は、その要素を長くしてそれを低プロフィール直径に対して真っ
直ぐにするために、まず、その中にロッドまたは探査針を位置付けることにより、真っ直
ぐにされ得る（引っ張られ得る）。このかき混ぜ機は、次いで、このロッドまたは探査針
を後退してかき混ぜ機を緊張状態から解放しかき混ぜ機の固有のバネ力の結果として放射
状に拡大させることにより、拡大され得る。あるいは、このかき混ぜ機は、略直線状の低
プロフィール形状を有するように形成され得、ロッドまたはワイヤを引っ張って軸方向の
短縮を引き起こすことにより、積極的に放射状に拡大され得る。
【００１６】
いずれの場合でも、このかき混ぜ機は、種々の特定の形状（例えば、螺旋形状、スパイラ
ル形状、蛇行形状、ジグザグ形状、交互螺旋形状（すなわち、直列になった２個またはそ
れ以上の螺旋形状であって、この場合、連続的な螺旋は、反対方向で巻き付けられている
）および／または種々の他のランダム形状）を有し得る。これらの形状は、この弾力性要
素が、放射状に拡大するにつれて、血管内の血餅とかみ合いその中に貫入できるようにさ
れる。この弾力性要素は、その後、回転および／または軸方向に並進運動されるとき、血
餅と機械的にかみ合いそれを崩壊する。同時に、このかき混ぜ機で機械的に係合されてい
る領域に血栓溶解剤を直接導入することにより、血餅の崩壊および溶解は、著しく高めら
れる。
【００１７】
第二の特定の局面では、本発明の血栓溶解剤分配手段は、多孔性鞘または他の穿孔構造体
または穴（ｆｏｒａｍｅｎｏｕｓ）構造体を含み、これは、この放射状に拡大可能なかき
混ぜ機を覆って配置され得る。この多孔性鞘は、その長さにわたってほぼ均一な多孔度を
有する薄い織物であり得る。あるいは、この鞘は、血栓溶解剤の放出を可能にするために
、その長さに沿って複数の穴またはポートを形成した浸透性膜であり得る。多種多様な他
の穿孔構造体または多孔性構造体もまた、利用可能である。例えば、この鞘は、複数の連
続的な屈曲点を有するコイルを含み得、この場合、このコイルを曲げると、これらの屈曲
点は分離し、この血栓溶解剤を放出するための空間またはアパーチャが作成される。この
鞘を細孔を有する弾性材料から形成することもまた、可能であり、これらの細孔は、一般
に、閉じているが、例えば、この鞘がその非直線形状へと変形されるにつれて、弾性材料
を伸展する（例えば、この血栓溶解剤での内部加圧によって）か弾性鞘材料を変形するか
、いずれかにより、弾性材料が引っ張られたとき、開く。
【００１８】
いずれの場合でも、この鞘は、崩壊する血餅と接触しているかき混ぜ機の実質的に全長に
沿って、この血栓溶解剤を放出でき得る。このようにして、この血栓溶解剤は、機械的か
き混ぜ地点で放出され、その結果、血栓溶解剤の血餅への改良した分配と血餅の改良した
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崩壊および溶解との両方が得られる。通常、この多孔性鞘は、この弾力性要素を覆って比
較的に密接して取り付けるスリーブとして形成され、例えば、その結果、この鞘は、この
弾力性要素と同じ非直線形状を呈する。あるいは、しかしながら、この鞘は、さらに大き
い直径（例えば、治療する血管の管腔直径に近い直径）を有するように形成され得る。後
者の場合、この血栓溶解剤は、このかき混ぜ機が鞘を血餅に押し付けて血栓溶解剤の導入
および血餅の溶解を高めている間、血餅の全領域にわたって、分配され得る。両方の場合
では、この鞘は、血栓溶解剤の圧力に応答して弾性（すなわち、拡大可能）であり得るか
、または非弾性であり得る。あるいは、この鞘は、弾性または非弾性のリブまたは他の強
化部材のグリッドまたはネットワークで強化した弾性織物または膜の複合材料であり得る
。
【００１９】
本発明の第二局面の代替実施形態では、このかき混ぜ機は、それが駆動されるにつれて血
栓溶解剤を血餅に直接送達するように構成され得る。例えば、このかき混ぜ機が非直線要
素の形状であるなら、その要素は、その中に血栓溶解剤送達管腔を有するチューブとして
、形成され得る。このチューブには、次いで、この要素のうち血餅と接触している長さに
わたって、この血栓溶解剤をほぼ均一に放出できるように、薬剤送達ポートおよび／また
は多孔性領域を備え付け得る。このようにして、この血栓溶解剤は、血餅に直接送達され
得、別個の血栓溶解剤送達鞘を設ける必要なしに、溶解が向上する。
【００２０】
必要に応じて、本発明の血餅崩壊溶解装置は、さらに、このカテーテルで治療する領域を
通る血流を減らすために、このカテーテル本体の少なくとも遠位末端を分離する手段を含
み得る。例えば、このカテーテル上のかき混ぜ機および血栓溶解剤分配手段から遠位また
は近位の両方で、少なくとも単一のバルーンが設けられ得る。分離のために単一のバルー
ンを使用するとき、それは、好ましくは、この血栓溶解剤分配手段のうち治療する領域か
ら下流の側にある。このようにして、この分離バルーンは、この血栓溶解剤の損失だけで
なく、塞栓の下流への放出を阻止する。好ましくは、分離手段は、このかき混ぜ機および
血栓溶解剤分配手段の遠位側および近位側の両方に設けられる。典型的には、この分離手
段は、このカテーテル本体上で軸方向に間隔を置いて配置した一対のバルーンを含む。さ
らに、必要に応じて、これらのバルーンの１個は、分離する領域の長さ調節を可能にする
ために、このカテーテル本体の別個の入れ子部分に配置され得る。あるいは、種々の他の
分離手段（例えば、展開可能フランジ、メールコット（ｍａｌｅｃｏｔ）構造体、拡大可
能編組など）もまた、使用できる。
【００２１】
かき混ぜ機および鞘の両方を使用する本発明の装置では、このかき混ぜ機は、必要に応じ
て、鞘内で交換可能であり得るか、および／または鞘内で軸方向に並進運動可能であり得
る。さらに、必要に応じて、この鞘それ自体は、このかき混ぜ機を鞘内の適当な位置に置
くかまたはそうせずに、いずれかで、ガイドワイヤ上で導入可能であり得る。それゆえ、
この装置は、２個またはそれ以上のかき混ぜ機とこの鞘を最初に設置するための少なくと
も１本のガイドワイヤとの自由な相互互換性を与え得る。このような相互互換性は、本発
明のシステムの大きな適応性をもたらすことが理解できる。例えば、この鞘は、通常のガ
イドワイヤまたはその上にバルーンおよび／またはフィルターを備えたガイドワイヤ上で
、血管系内の治療部位へと導入できる。このガイドワイヤを引き出した後、この鞘内には
、第一かき混ぜ機が導入でき、その標的部位は、かき混ぜおよび血栓溶解剤の放出の両方
で治療できる。次いで、この血管系の異なる領域を治療するために、この鞘内において、
このかき混ぜ機の位置を変えることが可能となる。あるいは、またはそれに加えて、第一
かき混ぜ機を取り除き、それを、この領域をうまく治療するかおよび／またはその領域の
引き続いた治療工程を提供するように選択された第二かき混ぜ機と交換することが可能と
なる。
【００２２】
本発明のカテーテルは、必要に応じて、ガイドワイヤ上またはその上にバルーンおよび／



(10) JP 4792554 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

またはフィルターを備えたガイドワイヤ上で導入するための管腔を備え付け得る。例えば
、このカテーテル（またはその鞘要素）は、中心管腔（これはまた、このかき混ぜ機も収
容する）を使用して、ガイドワイヤ上で導入され得る。あるいは、この鞘または他の場所
において、別個のガイドワイヤ管腔を設けることができ、例えば、この鞘の遠位先端の近
くで、このかき混ぜ機で規定される非直線領域を超えて、短いガイドワイヤ管腔を設ける
ことができる。このような短い管腔なら、このかき混ぜ機で妨害されることはない。この
カテーテルから遠位にあるガイドワイヤバルーンを膨張すると、血管の領域を血流から分
離するのが助けられ得る。種々の特定の設計が利用できる。
【００２３】
本発明の装置は、さらに、鞘内で取り外し可能に交換可能な１個またはそれ以上のかき混
ぜ機と共に少なくとも１個の鞘を含みシステムで利用可能である。このようなシステムは
、血管系の異なる疾患および異なる領域の治療を可能にする。治療している医師は、特定
の疾患に最良の初期組合せを選択できるか、または鞘およびかき混ぜ機の１組合せで治療
を開始して、その後、鞘およびかき混ぜ機の他の組合せで治療を継続し得る。
【００２４】
別の装置局面では、本発明は、血管の標的領域にわたって血餅を崩壊する装置を提供する
。この装置は、近位末端および遠位末端を有するカテーテル本体を含む。この遠位末端の
近くには、この標的領域にわたって血餅を機械的にかき混ぜるために、かき混ぜ機が配置
されている。この遠位末端近くのポートは、この標的領域に沿って薬剤を分配するための
薬剤供給源と流体連絡している。
【００２５】
多くの実施形態では、この薬剤は、血栓溶解剤を含み、これは、フィブリン血餅マトリッ
クスを崩壊する酵素活性を生じ得る。種々の他の薬剤も使用され得、これらには、ＩＩｂ
／ＩＩＩａ群阻害剤（これは、典型的には、血小板膜のフィブリノーゲン結合部位を阻害
する）、他の抗血小板薬、再狭窄を防止するための抗トロンビン薬（これは、平滑筋の増
殖および移動を減らすことにより、凝固を阻止しおよび／または再狭窄を阻止し得る）、
遺伝子治療薬（これは、現在、開発中であり、しばしば、再狭窄を防止し血管形成を促進
するためにある）、化学療法薬（これは、一般に、悪性腫瘍を治療するように設計されて
いる）、画像化媒体および／または他の潜在的な薬剤が挙げられる。
【００２６】
本発明は、さらに、患者の血管系内にある標的領域から血餅を崩壊し溶解する方法を提供
する。これらの方法は、血管内の所定管腔長にわたって血餅を機械的にかき混ぜる工程お
よび機械的にかき混ぜている所定管腔長の殆どまたは全部にわたって薬剤を注入する工程
を包含する。特に、これらの方法は、治療する長さにわたって分配パターンで血栓溶解剤
を注入する工程を包含する。「分配パターン」とは、この血栓溶解剤が、その治療領域に
単に放出されるのではなく、むしろ、血餅が機械的にかき混ぜられている界面領域におい
て、血餅に直接導入されることを意味する。例えば、非直線要素を使用して機械的かき混
ぜが達成される場合、この血栓溶解剤は、その装置に関連して上で記述した「攻撃点」で
血餅に入るように、この非直線要素にわたって分配される地点で、送達される。この血栓
溶解剤は、多孔性鞘を使用して送達でき、これは、スリーブ様の様式で、この非直線要素
を覆って配置されている。あるいは、この血栓溶解剤は、この非直線要素内の管腔を通っ
て送達でき、そして非直線要素内の複数のポートまたは多孔性領域を通って、放出できる
。両方の場合において、この血栓溶解剤がこの要素により機械的に貫入されるにれて血栓
溶解剤を血餅に直接送達する性能により、血栓溶解剤の血餅内での分配が高められ、血餅
溶解の効率が改善されるだけでなく、一定時間で達成される粒径低下が少なくなる。
【００２７】
特定の局面では、本発明の方法は、所定管腔長（これは、典型的には、少なくとも５ｃｍ
の長さ、通常、少なくとも１００ｃｍの長さ、最も普通には、１０ｃｍ～５０ｃｍの範囲
の長さを有する）を治療するのに、使用される。血管が静脈であるとき、それらの標的領
域は、大静脈、腸骨静脈、大腿静脈、膝窩静脈、総腸骨動脈、外腸骨静脈、上腕静脈およ
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び鎖骨下静脈からなる群から選択され得る。その標的血管が動脈であるとき、好ましい動
脈には、内腸骨動脈、外腸骨動脈、膝窩動脈、冠状動脈、浅大腿動脈および上腕動脈があ
る。
【００２８】
好ましくは、機械的にかき混ぜる工程は、放射状に拡大可能なかき混ぜ機を、血管内で、
血餅に対して、回転および／または軸方向に並進運動する工程を包含する。必要に応じて
、この機械的なかき混ぜおよび血栓溶解剤の送達は、血管系の離れた領域（これらは、典
型的には、治療領域のいずれかの側にて、血管系内で、１個またはそれ以上のバルーンを
膨張させることにより、設けられる）で、実行され得る。最も好ましくは、分離を生じる
治療領域のいずれかの側では、その領域内でさらに高い血栓溶解剤濃度を維持するために
、また、血餅の十分な溶解前での血餅の放出を阻止するために、一対の軸方向に間隔を置
いたバルーンが配置される。
【００２９】
本発明の方法は、多種多様な特定の治療プロトコルを考慮している。例えば、このかき混
ぜ機は、異なる速度および／または可変速度で駆動され得る。典型的には、これらのかき
混ぜ機は、０ｒｐｍ～２０，０００ｒｐｍの範囲、好ましくは、５０ｒｐｍ～５，０００
ｒｐｍの範囲の速度で、回転および／または振動される。これらの速度は、これらの範囲
内の多種多様な特定の回転速度で、設定および／または調節され得る。ある場合には、そ
の回転方向は、この処置中に、逆にできる。さらに、血餅の溶解および血餅への血栓溶解
剤の導入を向上するために、このかき混ぜ機を、必要に応じて、鞘内で、治療中において
、軸方向に前進または後退することが可能である。さらに付け加えると、崩壊を高めるた
めに、治療中にて、このかき混ぜ機の幅または直径を変えることが可能である。
【００３０】
本発明の治療方法は、必要に応じて、崩壊した血餅を治療部位から吸引する工程を包含す
る。吸引は、崩壊した血餅を引き出すために、この鞘および／またはかき混ぜ機内で、管
腔を使用して、達成され得る。必要に応じて、崩壊した血餅の吸引および除去を高めるた
めに、このカテーテルには、機械的手段（例えば、アルキメデススクリュー（Ａｒｃｈｉ
ｍｅｄｅｓ　ｓｃｒｅｗ）または他のポンプ）が組み込まれ得る。他の実施形態では、こ
のようなポンプは、別の構造体（例えば、このカテーテルに取り外し可能に配置された鞘
、このカテーテルの管腔内に取り外し可能に配置された内部構造体など）に、取り付けら
れ得る。さらに他の実施形態は、患者の外側に留まっている吸引手段（例えば、注射器、
真空容器など）に依存し得る。
【００３１】
さらに、必要に応じて、治療領域内にある崩壊した血餅および他の流体または流動化物質
は、血餅の崩壊および血栓溶解剤の活性を高めるために、再循環され得る。例えば、この
治療領域内の物質を吸い込んでその物質を治療領域内の異なるポートで排出するために、
この鞘上の間隔を置いたポートまたはアパーチャの対が使用され得る。このような再循環
は、その血栓溶解活性を著しく高め得、また、治療時間を短くし得る。
【００３２】
さらに他の選択肢としては、この治療領域に、定期的または連続的に血液を導入すること
が可能である。ｔＰＡは、血管系内にて、血栓を崩壊するように、プラスミノーゲンに作
用する。もし、本発明の治療領域が分離されるなら、血栓溶解剤（特に、ｔＰＡ）の活性
を高めるために、血漿を含む新鮮な血液を導入することが有益であり得る。最も簡単には
、新鮮な血液は、分離バルーン（これは、この治療領域を分離する）を定期的に開くこと
により、導入できる。
【００３３】
本発明の方法は、同時に使用する２本またはそれ以上のカテーテルに依存できる。例えば
、動静脈移植片の治療では、本発明による２本の治療カテーテル（それらの各々は、その
遠位末端にて、バルーンまたは他の閉塞デバイスを有する）を、その中間部近くの地点で
、Ａ－Ｖ移植片に導入することが可能である。これらの２本のカテーテルを反対方向で導
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入することにより、この移植片は、それが自然血管系に吻合される地点に非常に近くで、
分離できる。このような分離が達成された後、このＡ－Ｖ移植片の内部は、次いで、本発
明の方法に従って清浄にでき、好ましくは、放出された血餅および血栓は、アクセス鞘を
通って、このＡ－Ｖ移植片へと引き出され得る。
【００３４】
本発明は、さらに、キットを包含し、これは、血栓溶解剤送達手段内にかき混ぜ機を有す
るカテーテルを含む。これらのキットは、さらに、上述の方法のいずれかに従った使用説
明書を含む。このカテーテルおよび使用説明書に加えて、これらのキットは、通常、さら
に、包装（例えば、箱、パウチ、トレイ、チューブ、バッグなど）を含み、これは、この
カテーテルおよび使用説明書を収容する。通常、このカテーテルは、この包装内にて、無
菌で維持され、この使用説明書は、別の包装挿入物または紙片に印刷される。あるいは、
これらの使用説明書は、この包装の一部に、全体的または部分的に印刷され得る。
【００３５】
（特定の実施形態の説明）
図１では、血餅崩壊装置１０は、カテーテル本体１２、モーター駆動ユニット１４および
血栓溶解剤送達デバイス１６を含んで示されている。モーター駆動ユニット１４は、カテ
ーテル本体１２の近位末端２０で、ハブ１８に装着されている。この血栓溶解剤送達デバ
イスは、通常のチューブ２４を通ってハブ１８上の側面ポート２２に装着された注射器と
して、示されている。他の血栓溶解剤送達デバイス（例えば、ポンプ、重力バッグなど）
もまた、使用できることが理解される。デバイス１６で送達される血栓溶解剤は、血餅お
よび血栓を崩壊し溶解できる任意の通常の生体活性剤（例えば、組織プラスミーノゲン活
性化因子（ｔＰＡ）、ストレプトキナーゼ、ウロキナーゼ、ヘパリン、低分子量ヘパリン
など）であり得る。これらの血栓溶解剤は、ボーラスとして、長い間にわたって連続的に
、またはそれらの組み合わせてで、送達デバイス１６を通って送達され得る。
【００３６】
本発明の用途は、一般に、血栓溶解剤（しばしば、フィブリン血餅マトリックスを崩壊す
る酵素作用を有するもの）を参照して、記述されている。ｔＰＡに加えて、適当な血栓溶
解剤には、ＡｌｔｅｐｌａｓｅまたはＡｃｔｉｖａｓｅ（登録商標）、Ｔｅｎｅｃｔｅｐ
ｌａｓｅ、ＴＮＫおよびＴＮＫａｓｅ（登録商標）（これらの全ては、Ｇｅｎｅｎｔｅｃ
ｈ，Ｉｎｃ．製である）；Ａｎｉｓｔｒｐｅｌａｓｅ、ａ－ＳＫ、Ｅｍｉｎａｓｅ（登録
商標）（Ｒｏｂｅｒｔｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ製）；Ｒｅｔｅｐｌａｓｅ、
ｒ－ＰＡ、Ｒｅｔａｖａｓｅ（登録商標）（Ｃｅｎｔｏｃｏｒ，Ｉｎｃ．製）；Ｓｔｒｅ
ｐｔｏｋｉｎａｓｅ、ＳＫ、Ｓｔｒｅｐｔａｓｅ（登録商標）（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ
，Ｉｎｃ．製）；Ａｂｂｏｋｉｎａｓｅ（Ａｂｂｏｔｔ，Ｉｎｃ．製）が挙げられ得る。
種々の他の薬剤もまた使用され得、これらには、血小板膜のフィブリノーゲン結合部位を
阻害するＧｒｏｕｐ　ＩＩｂ／ＩＩＩａ阻害剤（例えば、ＡｂｃｉｘｉｍａｂおよびＲｅ
ｐｒｏ（登録商標）（Ｃｅｎｔｅｃｏｒ，Ｉｎｃ．製）；ＴｉｒｏｆｉｂａｎおよびＡｇ
ｇｒａｓｔａｔ（登録商標）（Ｍｅｒｃｋ，Ｉｎｃ．製）；Ｅｐｔｉｆｉｂａｔｉｄｅお
よびＩｎｔｅｇｒｅｌｉｎ（登録商標）（Ｃｏｒ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．
製）および他のＩＩｂ／ＩＩＩａ阻害剤（例えば、ＢｉｔｉｓｔａｔｉｎおよびＫｉｓｔ
ｒｉｎ）、または他の抗血小板薬（例えば、アスピリン）が挙げられる。
【００３７】
本発明はまた、抗トロンビン薬および平滑筋の増殖および移動を減らすことにより凝固を
阻止しおよび／または再狭窄を阻止する再狭窄の防止に向けた薬剤（例えば、、Ｈｅｐａ
ｒｉｎ（抗凝固活性が最も高いＬＭＷであり、これもまた、平滑筋の増殖および移動を阻
止する）、エノキサパリンまたはＬｏｖｅｎｏｘＴＭ、ダルテパリンまたはＦｒａｇｍｉ
ｎ（登録商標）、およびアルデパリンまたはＮｏｒｍｏｆｌｏ（登録商標）、Ｈｉｒｕｄ
ｉｎ，Ａｒｇａｔｒｏｂａｎ，ＰＰＡＣＫ（平滑筋の増殖および移動の原因となり得るＰ
ＤＧＦのトロンビンで誘発した血小板の活性化および血小板の分泌を阻害するために））
、放射活性薬剤（例えば、近接照射療法用のものであって、これは、平滑筋の増殖を阻止
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する）、局所送達された硝酸塩（一酸化窒素であって、これは、後発性血管狭小化を少な
くするために、傷害部位での反射性血管収縮を防止し、そして循環している血小板の活性
化を阻止する）、ＨＡ１０７７（これは、細胞性プロテインキナーゼの作用および細胞性
カルシウムの隔離を阻害し、血管拡張薬として作用し、また、平滑筋の増殖を阻止し得る
）、および他の抗再狭窄薬（例えば、カルシウムアンタゴニスト、アンジオテンシン変換
酵素阻害剤、抗炎症薬、ステロイド剤、有糸分裂阻害剤、ＨＭＧ　ＣｏＡ還元酵素阻害剤
、コルヒチン、アンジオペプチン（ａｎｇｉｏｐｅｐｔｉｎ）、サイトクラシン（ｃｙｔ
ｏｃｌａｓｉｎ）Ｂ（これは、アクチンの重合および筋細胞の移動を阻止する））とも併
用され得る。
【００３８】
さらに他の代替物では、本発明は、遺伝子治療剤、新薬および／または再狭窄を防止し血
管形成を促進するために開発中の薬剤と併用され得る。このような薬剤は、プラスミドベ
クターを介してまたはウイルスベクターによって、送達され得る。例えば、以下に関連し
た遺伝子が挙げられる：ＶＥＧＦ、Ｃ－ｍｙｂ、ＦＧＦ、トランスフォーミング成長因子
ｂ、内皮成長因子、プロトオンコジーン（例えば、Ｃ－ｍｙｃ、Ｃ－ｍｙｇ、ＣＤＣ－２
およびＰＣＮＡ）が挙げられる。
【００３９】
本発明のデバイスおよび方法とは、さらに他の代替薬剤が併用され得、これらには、化学
療法薬（悪性腫瘍を治療するのに使用する薬剤；例えば、アドリアマイシンまたはＤｏｘ
ｏｒｕｂｉｃｉｎ（登録商標））、画像化媒体（コントラスト媒体および放射活性標識薬
剤を含めて）、プラスミノーゲン添加剤（血栓溶解療法に対する補助薬として）、免疫抑
制薬、および他の可能な薬剤が挙げられる。
【００４０】
モーター駆動ユニット１４は、スライドスイッチ２６を含み、これは、このモーターおよ
びスライディングカラー２８の回転速度を制御し、これは、カテーテル本体１２の鞘３２
内でのかき混ぜ機３０の軸方向位置を制御する（図２）。カテーテル本体１２の非直線領
域３４は、鞘３２内にあるかき混ぜ機３０により、規定される。カラー２８を使用してか
き混ぜ機３０を軸方向に並進運動することにより、このカテーテル本体の非直線領域は、
カテーテル本体に沿って、近位方向または遠位方向で移動できる。このモーター駆動ユニ
ットは、この上で述べた回転速度で、鞘３２内にて、かき混ぜ機３０を回転できる。それ
に加えて、モーター駆動ユニット１４は、他の状況では、このかき混ぜ機を振動するよう
に、かき混ぜ機を軸方向に往復運動するように、またはかき混ぜ機の他の機械的な移動（
これは、本発明の方法に従って、血餅の崩壊を引き起こすかその原因となり得る）を与え
るように、適合され得る。
【００４１】
今ここで、図２を特に参照すると、鞘３２は、高分子材料、織物または他の材料から形成
された管状体を備え、また、その長さに沿って、複数の流体分配ポート４０を備える。図
示しているように、流体分配ポート４０は、この鞘の一部分の長さにわたって形成されて
いるにすぎない。かき混ぜ機３０により規定される非直線領域よりも大きい長さにわたっ
て、これらのポートを形成することもまた、可能である。かき混ぜ機３０は、１個の完全
な屈曲点を有する短い螺旋部分であることが示されている。他の形状には、二次元形状（
例えば、単一のコブ）、Ｓ形状、ジグザグパターンなどが挙げられる。適当な三次元形状
には、螺旋形状、交互螺旋、スパイラルなどが挙げられる。いずれの場合でも、このかき
混ぜ機の非直線領域が鞘内で回転するにつれて、この鞘は、治療する血管内にて、三次元
エンベロープの跡をたどる。通常、かき混ぜ機３０は、この鞘を血管内の血餅または血栓
に強制的に係合し、この鞘がかき混ぜ機で係合されるにつれて、この血栓溶解剤がポート
４０を通って放出される。このようにして、この血栓溶解剤は、血餅が機械的に崩壊され
るにつれて、血餅または血栓に直接導入される。血餅の機械的および化学的溶解のこの組
合せは、十分に効果的であり、他の血栓溶解方法と比較して、血餅崩壊時間を著しく短く
できる。
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【００４２】
以下で詳細に記述するように、図１および２の装置は、崩壊した血餅物質の除去を助ける
種々の追加構造体と併用され得る。必要に応じて、このカテーテル本体の吸引管腔を通っ
て物質を近位に引き出すために、モーター駆動ユニット１４には、簡単な外部真空源１５
が連結され得る。多種多様な吸引源が使用され得、これらには、簡単なロッキング注射器
が挙げられる。
【００４３】
ある実施形態では、このカテーテル本体を通って血餅物質を近位にポンプ上げするのを助
けるために、この吸引管腔内には、図２Ａで示したポンプ要素２９が配置され得る。１９
９９年１２月６日に出願された係属中の出願番号第０９／４５４５１７号（その内容は、
本明細書中で参考として援用されている）で詳細に記述されているように、ポンプ要素２
９は、その中に管腔３３を有する管状体３１およびその上に配置された螺旋要素３５を含
み得る。ポンプ要素２９がカテーテル本体１２（またはカテーテル本体を取り囲む鞘また
はカテーテル本体１２に沿って伸長している別個の吸引カテーテル）内で回転するとき、
物質は、軸方向（回転方向に依存して、近位または遠位のいずれか）で押し付けることが
できる。このようなポンプは、時には、「アルキメデススクリュー」と呼ばれている。ポ
ンプ要素２９は、このモーター駆動ユニットにかき混ぜ機３０を駆動連結するシャフトの
少なくとも一部から形成され得るか、または別個に駆動される構造体を含み得る。
【００４４】
ある実施形態（例えば、治療する血管領域が近位および遠位の両方で分離されるとき）で
は、その血管領域内にて、実質的に一定の流体容量を維持することが有利であり得る。２
０００年１２月２９日に出願された出願番号第０９／７５１２１６号（その内容は、本明
細書中で参考として援用されている）で詳細に記述されているように、吸引した流体を固
形血餅物質から濾過することにより、そして濾過した流体を血管内に再導入することによ
り、血管から吸引された全容量と少なくともほぼ同量の流体（その治療剤を含めて）が血
管に導入され得る。
【００４５】
図１および２の血餅崩壊装置の使用は、図３で図示されている。カテーテル本体１２の非
直線領域３４は、治療する血管ＢＶの治療領域ＴＲ内に位置している。かき混ぜ機３０は
、一旦、適当な位置にくると、矢印４２で示すように回転され、この非直線領域は、治療
領域ＴＲ内にある卵形容量を掃引して、この血栓溶解剤がポート４０から放出されるにつ
れて、血餅を崩壊し溶解する。あるいはまたはそれに加えて、非直線領域３４は、矢印４
２とは反対の方向に回転でき、回転的に振動でき、軸方向に振動でき、またはそれらの組
合せを行うことができる。
【００４６】
上記の「発明の要旨」で記述したように、このかき混ぜ機は、（図１～３で図示している
ように）血栓溶解剤送達鞘と共に作動し得るか、あるいは、例えば、図４で図示している
ように、例えば、このかき混ぜ機にある管腔を通って、この血栓溶解剤を直接送達するよ
うに、構成され得る。図４のかき混ぜ機５０は、このかき混ぜ機内でコブを形成する簡単
な二次元曲線からなる非直線領域５２を含む。この非直線領域は、このかき混ぜ機を回転
するにつれて非直線領域５２が治療する血栓へと血栓溶解剤を直接放出できるように、そ
の長さにわたって形成された複数の血栓溶解剤送達ポート５４を有する。第一の場合には
、かき混ぜ機５０は、弾力性材料から形成され得、この非直線曲線は、それが束縛を解い
たときにこの曲線を呈するように、形成される。かき混ぜ機５０は、次いで、別個の送達
鞘内の血管内にある標的部位に送達できる。かき混ぜ機５０は、この鞘から前進されると
き、図４で図示した非直線形状を呈する。あるいは、図５で示すように、鞘５０は、内部
補強材５６と共に送達でき、これは、補強材５６をその管腔６０内で軸方向に前進させた
とき、非直線領域５２（これは、点線で示す）が真っ直ぐになる（これは、実線で示す）
ように、このかき混ぜ機を引っ張る。かき混ぜ機５０を軸方向の引張りおよび圧縮から解
放したときに直線形状を呈するように構成することもまた、可能である。しかしながら、
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このかき混ぜ機は、圧縮下にあるときには、崩壊して図４で示す非直線形状５２を呈する
ように、形成される。かき混ぜ機５０はまた、室温では真っ直ぐであるが体温に導入した
とき非直線形状を呈する熱記憶合金から形成できる。このようなカテーテルを冷却した環
境に導入することにより（例えば、冷却した生理食塩水に浸している間）、それらは、真
っ直ぐな形状でそれらの標的部位に達した後、体温に戻ると、その非直線形状を呈するこ
とができる。
【００４７】
図４および５で示すように、この血栓溶解剤を放出するための穿孔構造体に加えて、図６
で示すように、コイル構造体６４として鞘６３を形成したかき混ぜ機６２もまた、使用さ
れ得る。このコイルは、非直線領域６４（例えば、単心曲線、または上で述べ図示した他
の形状のいずれか）を有するように、構成できる。このコイルの隣接屈曲点は、直線形状
にあるとき、共に近くに存在しており、一般に、流体密封シールを形成する。しかしなが
ら、このコイルの隣接屈曲点は、図６で図示した非直線形状になると、離れて移動して、
このコイル構造体が曲がる領域にて、複数の空間またはギャップ６６を形成する。ギャッ
プ６６は、このかき混ぜ機が回転するにつれて、この血栓溶解剤を放出するように連結す
る。鞘６３は、図示しているように、補強部材６８を使用して、その直線形状に誘導され
得る。
【００４８】
交互螺旋形状を有するかき混ぜ機７０は、図７で図示されている。かき混ぜ機７０の非直
線領域７２は、第一螺旋部分７４および第二螺旋部分７６を含む。螺旋部分７４および７
６は、かき混ぜ機７０を矢印７８の方向で回転したとき、血管管腔内の物質がかき混ぜ機
７０の中心領域に向かって矢印８０の方向で移動するように押し付けられる。このように
して、かき混ぜ機７０は、血管内に、それ自体の分離領域を作り出す。崩壊し溶解してい
る物質は、絶えず、この中心に押し付けられて、この治療領域から放出されなくなる。長
い間に、これらの物質は、完全に崩壊するか、または少なくとも、それらの放出が患者に
著しいリスクを与えない程度に十分に崩壊する。
【００４９】
かき混ぜ機７０は、鞘および別のかき混ぜ機（これは、図１～３の設計と類似している）
を含むことができるか、またはモノシリック構造を含み得、この場合、この血栓溶解剤は
、そのかき混ぜ機の壁にて、穿孔または他の不連続面を通って、直接放出される。この方
法のある実施形態では、血管の分離した領域内にて、血餅物質および治療剤を機械的にか
き混ぜるために、ガイドワイヤの単なる屈曲が使用され得る（たとえ、このガイドワイヤ
の手動回転を使っても）。
【００５０】
今ここで、図８を参照すると、本発明の血餅崩壊カテーテルは、有利なことに、バルーン
または他の分離手段と組み合わされ得る。血餅崩壊カテーテル９０は、カテーテル本体９
２を含み、その上には、遠位分離バルーン９４および近位分離バルーン９６が形成されて
いる。分離バルーン９４および９６の間には、カテーテル本体９２の非直線領域９８が形
成されている。好都合には、分離バルーン９４および９６は、鞘１００（これは、かき混
ぜ機１０２がその中で回転、振動および／または軸方向に並進運動している間、静止した
ままになる）の上に直接形成され得る。バルーン９４および９６は、鞘９２内に形成され
た共通または別個の膨張管腔によって、膨張され得る。この膨張管腔（図示せず）は、こ
の血栓溶解剤送達管腔から分離される。血栓溶解剤は、分離バルーン９４および９６の間
の鞘に形成されたポート１０４を通って、送達される。典型的には、分離バルーン９４お
よび９６内にて、この治療領域のいずれかの末端では、放射線不透過性マーカー１０６が
位置付けられる。カテーテル９０の構造は、分離バルーン９４および９６間で、この血栓
溶解剤および崩壊した全ての血餅を十分に含有しているという点で、有利である。必要に
応じて、この治療領域から物質を引き出すために、例えば、鞘１００内の第四管腔を通っ
て、吸引手段を設けることができる。
【００５１】



(16) JP 4792554 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

今ここで、図９を参照すると、治療領域を通って血栓溶解剤および他の物質を再循環させ
る手段を有するカテーテル１２０が図示されている。カテーテル１２０は、間隔を置いた
分離バルーン１２２および１２４を含む。このカテーテルは、一般に、図８を参照して上
で記述したものと類似している。しかしながら、カテーテル１２０は、さらに、典型的に
は、カテーテル１２０の本体上の第一ポート１２８と第二ポート１３０との間に配置され
たアルキメデススクリュー１２６の形状で、ポンプを含む。このアルキメデススクリュー
を回転すると、物質がポート１３０に引き出され、その物質をポート１２８から排出する
。このような再循環は、先の全ての実施形態に関して上で一般的に記述したように、これ
らのポートを通って放出された血栓溶解剤のかき混ぜおよび血栓溶解活性を高める。
【００５２】
本発明のカテーテルはまた、種々の目的のために、血液バイパスおよび灌流管腔を備え付
けることができる。例えば、図９Ａで図示しているように、間隔を置いたバルーン１３２
および１３３を有するカテーテル１３１は、近位バルーン１３２の上流にある入口ポート
と、バルーン１３２と１３３との間にある出口ポート１３５とを有することができる。こ
のようにして、これらのバルーン間の分離した領域に新鮮な血液が導入されて、このカテ
ーテルで放出されるｔＰＡまたは他の血栓溶解剤の血栓溶解活性を高めることができる。
【００５３】
図９Ｂで図示しているように、カテーテル１３１はまた、治療する領域の下流で灌流を与
えるために、近位バルーン１３２の上流にある入口ポート１３６および遠位バルーン１３
３の下流にある出口ポート１３７を備え付けることができる。図９Ａおよび図９Ｂの両方
では、これらの入口ポートおよび出口ポートは、内部管腔（これは、好ましくは、この血
栓溶解剤を供給する管腔から分離されている）により、連結される。
【００５４】
図１０Ａおよび図１０Ｂは、カテーテル本体１４２および内部カテーテルシャフト１４４
を含むカテーテル１４０を図示している。カテーテル本体１４２の遠位末端では、近位分
離バルーン１４６が形成されている。遠位分離バルーン１４８は、内部カテーテル本体１
４４の遠位末端で形成されている。内部カテーテル本体１４４の非直線領域１５２にわた
って、血栓溶解剤分配ポート１５０が形成されている。このようにして、この非直線領域
および血栓溶解剤放出領域１５２の長さは、カテーテル本体１４２に対して内部カテーテ
ル部材１４４を軸方向に伸長または後退することにより、調節できる。特に、カテーテル
本体１４２上のバルーン１４６は、所望の治療領域の近位末端に係留され得る。次いで、
遠位分離バルーン１４８は、カテーテル本体１４２の遠位先端から所望の距離だけ伸長さ
れて、その間で分離した治療領域を形成する（両方のバルーンが膨張されている）。次い
で、非直線領域１５２は、これらのバルーン間で血餅および血栓を治療するために、放出
された血栓溶解剤と共に、回転され得る。必要に応じて、放出された塞栓は、カテーテル
本体１４２の遠位末端を通って吸引でき、この治療領域から引き出すことができる。この
治療領域の第一部分が治療された後、遠位分離バルーン１４８は、収縮でき、内部カテー
テル部材１４４の遠位末端は、遠位にさらに伸長される。これにより、新たな治療領域（
この領域は、たった今記述した様式で、治療できる）が作成され、血管管腔内で汎発性疾
患を治療するために、２回、３回またはそれ以上のこのような繰り返しが連続的に実行で
きる。
【００５５】
今ここで、図１１を参照すると、拡大可能なフィルター要素１６２および１６４を含む血
餅崩壊カテーテル１６０が図示されている。フィルター要素１６２および１６４は、その
間の治療領域の部分的な分離をもたらす。これらのフィルター要素は、塞栓を捕捉するが
、一般に、血流がその領域を通るのは許容する。カテーテル１６０は、さらに、先の実施
形態について一般に記述したように、非直線領域１６８および血栓溶解剤送達ポート１７
０を含む。非直線領域１６８は、この場合もやはり上で一般に記述したように、血餅の崩
壊および溶解を引き起こすために、回転され得る。フィルター要素１６２および１６４は
、放出された血餅の少なくとも殆どを捕捉するように働く。
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【００５６】
今ここで、図１２を参照すると、動静脈移植片ＡＶＧを治療するのに、血餅崩壊カテーテ
ル（例えば、カテーテル１０）が使用され得る。カテーテル１０は、非直線領域３４が移
植片ＡＶＧの非常に血栓した領域内で存在しているように、送達鞘１８０を通って導入さ
れる。このカテーテルは、上で一般に記述されているように、回転され、必要に応じて、
軸方向に並進運動される。送達デバイス１６を通って、血栓溶解剤が放出できる。送達鞘
１８０は、この移植片から放出された血餅の少なくとも一部を回収するために、注射器１
８２を通って吸引を生じるように適合できる。
【００５７】
患者内の患部（または１箇所より多い患部）を治療するために、本発明の血餅崩壊カテー
テルの２本またはそれ以上が同時に使用され得る。図１３を参照すると、動静脈移植片Ａ
ＶＧは、一対の同じカテーテル２００で治療でき、それらの各々は、遠位分離バルーン２
０２を含むが、いずれの近位または他の分離バルーンも含まない。各カテーテル２００は
、さらに、外部鞘２０８内のかき混ぜ機２０６により規定された非直線領域２０４を含む
。このＡＶＧは、各遠位分離バルーン２０２を動脈および静脈が付随した吻合接合部に近
い位置に位置付けることにより、治療できる。カテーテル２００は、共通の送達鞘２２０
を通って導入され、かき混ぜ機２０６は、遠位分離バルーン２０２と送達鞘２２０との間
の実質的に全長を治療するために、この鞘内で軸方向に並進運動（復位）され得る。他の
実施形態において上で一般に記述したように、血栓溶解剤が送達される。同様に、非直線
領域２０４は、血餅を崩壊させ血栓溶解剤の活性を高めるために、回転される。治療が完
了した後、両方のカテーテルは、鞘２２０から引き出され得、ＡＶＧ移植片は、通常の様
式で、閉じられる。
【００５８】
本発明は、さらに、包装、使用説明書および／または他の従来のキット部品と共に本明細
書中で記述した本発明の装置のシステム部品の少なくとも一部を含むキットを包含する。
例えば、図１４で図示しているように、キット２０４は、少なくとも、カテーテル２４２
、使用説明書２４４および包装２４６を含み得る。カテーテル２４２は、この上で記述し
たカテーテルのいずれかであり得、使用説明書２４４は、この上で記述した本発明の方法
のいずれかを示し得る。カテーテル２４２は、典型的には、無菌様式で、包装２４６内に
包装される。従来の医療デバイス包装（例えば、パウチ、チューブ、トレイ、箱など）が
使用され得る。この使用説明書は、別の添付文書に印刷され得、またはこの包装の全体ま
たは一部に印刷され得る。他のキット成分（例えば、モーター駆動ユニット２４８、追加
かき混ぜ機２５０（これは、必要に応じて、形状が異なる２個またはそれ以上の追加かき
混ぜ機を含む））もまた、追加され得る。
【００５９】
上記は、本発明の好ましい実施形態の完全な記述であるものの、種々の変更、改良および
等価物が使用され得る。従って、上記記述は、添付の請求の範囲で規定された本発明の範
囲の限定と見なすべきではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の原理に従って作成した血餅崩壊装置の斜視図である。
【図２】　図２は、図１の血餅崩壊装置の遠位末端の詳細図であり、これは、その鞘およ
びかき混ぜ機部品を示している。
【図２Ａ】　図２Ａは、崩壊した血餅物質を吸引するために図１の装置と一体化し得る吸
引ポンプを図示している。
【図３】　図３は、本発明の方法に従って血管内の血栓領域を治療する際の図１の血餅崩
壊装置の使用を図示している。
【図４】　図４は、本発明の装置で有用なかき混ぜ機の代替構成を図示している。
【図５】　図５は、本発明の装置で有用なかき混ぜ機の第二代替構成を図示している。
【図６】　図６は、本発明の装置で有用なかき混ぜ機の第三代替構成を図示している。
【図７】　図７は、本発明の装置で有用なかき混ぜ機の第四代替構成を図示している。
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【図８】　図８は、血管系の分離した領域を治療する本発明の方法および装置を図示して
いる。
【図９】　図９は、血管系の分離した領域を治療する本発明の代替方法および装置を図示
している。
【図９Ａ】　図９Ａは、血管系の分離した領域を治療する本発明の代替方法および装置を
図示している。
【図９Ｂ】　図９Ｂは、血管系の分離した領域を治療する本発明の代替方法および装置を
図示している。
【図１０Ａ】　図１０Ａは、血管系の分離した領域を治療する本発明の方法および装置の
さらに他の代替実施形態を図示している。
【図１０Ｂ】　図１０Ｂは、血管系の分離した領域を治療する本発明の方法および装置の
さらに他の代替実施形態を図示している。
【図１１】　図１１は、血管系の分離した領域を治療する本発明の装置および方法のさら
に他の実施形態を図示している。
【図１２】　図１２は、本発明の方法に従って動静脈移植片を治療する第一方法を図示し
ている。
【図１３】　図１３は、本発明の方法に従って動静脈移植片を治療する一対の血餅崩壊カ
テーテルを使用する第二方法を図示している。
【図１４】　図１４は、本発明の方法を実行するキットを図示しており、ここで、このキ
ットは、本発明の原理に従って、作成された。

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】
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