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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多機能型取っ手であって、取っ手本体と、取っ手本体に設けられていて、貫通した長手
方向通路を有するコアと、取っ手本体内に設けられた遠位端部及び取っ手本体の外部に延
びる近位端部を有していて、コア及び取っ手本体に対し長手方向に動くことができるピス
トンと、コアに固着された第１のプラーワイヤアンカと、取っ手本体内に設けられていて
、ピストン及びコアに対し長手方向に摺動できるようになったカムレシーバと、カムレシ
ーバに固着された第２のプラーワイヤアンカと、ピストンに対し包囲関係をなしてカムレ
シーバの遠位側に設けられた全体として円筒形のカムとを有し、カムをピストンに対して
回転させると、カムレシーバ及び第２のプラーワイヤアンカが長手方向に動くことを特徴
とする多機能型取っ手。
【請求項２】
　多機能型取っ手であって、取っ手本体と、取っ手本体内に設けられていて、長手方向通
路が貫通して延びるコアと、コアに対し包囲関係をなして取っ手本体内に設けられた遠位
端部及び取っ手本体の外部に延びる近位端部を備えていて、コア及び取っ手本体に対し長
手方向に動くことができるピストンと、コアに固着された第１のプラーワイヤアンカと、
近位端部及び遠位端部を備えていて、ピストンに対し包囲関係をなして設けられていて、
ピストン上でこれに沿って長手方向に摺動できるようになっている全体として管状のカム
レシーバと、カムレシーバに固着された第２のプラーワイヤアンカと、ピストン及びコア
に対し包囲関係をなしてカムレシーバの遠位側に設けられていて、傾斜近位端部を備えた



(2) JP 4401827 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

全体として円筒形のカムとを有し、カムをピストン及びコアに対して回転させると、カム
レシーバ及び第２のプラーワイヤアンカが長手方向に動くことを特徴とする多機能型取っ
手。
【請求項３】
　近位端部及び遠位端部を備えた細長いカテーテル本体と、カテーテル本体を貫通して延
びていて、近位端部及びカテーテル本体の遠位端部に又はその近くで繋留され、又はカテ
ーテル本体の遠位端部のところに設けられた構造体に繋留された遠位端部を備える第１の
プラーワイヤと、カテーテル本体を貫通して延びていて、近位端部及びカテーテル本体の
遠位端部に又はその近くで繋留され、又はカテーテル本体の遠位端部のところに設けられ
た構造体に繋留された遠位端部を備える第２のプラーワイヤと、カテーテル本体の近位端
部のところに設けられた操作取っ手とを有し、操作取っ手は、取っ手本体と、取っ手本体
内に設けられていて、貫通した長手方向通路を有するコアと、取っ手本体内に設けられた
遠位端部及び取っ手本体の外部に延びる近位端部を備えたピストンとを有し、カテーテル
の近位端部は、ピストンに取り付けられ、ピストンは、コア及び取っ手本体に対し長手方
向に動くことができ、前記操作取っ手は、取っ手本体内に設けられていて、ピストン及び
コアに対し長手方向に摺動できるようになったカムレシーバと、ピストンに対し包囲関係
をなしてカムレシーバの遠位側に設けられた全体として円筒形のカムとを更に有し、カム
をピストンに対して回転させると、カムレシーバ及び第２のプラーワイヤアンカが長手方
向に動き、第１のプラーワイヤは、コアに対するピストン及びカテーテル本体の長手方向
運動により、カテーテル本体に対する第１のプラーワイヤの長手方向運動が生じるように
コアに固着されており、第２のプラーワイヤは、カムの回転により、ピストン及びカテー
テル本体に対するカムレシーバ及び第２のプラーワイヤの長手方向運動が生じるようにカ
ムレシーバに繋留されていることを特徴とするカテーテル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カテーテル内の２本のワイヤを操作する多機能型カテーテル取っ手の改良に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療行為では長年、各種の電極カテーテルが常用されている。これら電極カテーテルは
、心臓内の電気的活性を刺激してこれをマッピングし、そして、異常な電気的活性部位の
アブレーションを行うのに用いられる。
【０００３】
　使用にあたり、電極カテーテルを主要な静脈又は動脈、例えば、大腿動脈中へ挿入し、
次に、関心のある心臓の室内へ案内する。心臓内においてカテーテル先端部分の正確な位
置及び向きを制御できるかどうかは極めて重要なことであり、これにより、主としてカテ
ーテルがどれほど有用であるかが決まる。
【０００４】
　操向性カテーテルが一般に周知である。例えば、米国再発行特許第３４，５０２号明細
書は、遠位端部にピストン室が設けられているハウジングを備えた操作取っ手を有するカ
テーテルを記載している。ピストンが、ピストン室内に設けられ、長手方向運動が与えら
れる。カテーテル本体の近位端部は、ピストンに取り付けられている。プラー又は引きワ
イヤが、ハウジングに取り付けられ、このプラーワイヤは、ピストンを貫通し、そしてカ
テーテル本体を貫通して延びている。引きワイヤの遠位端部は、カテーテルの先端部分内
に固定されている。この構成では、ハウジングに対するピストンの長手方向運動の結果と
して、カテーテルの先端部分が偏向することになる。
【特許文献１】米国再発行特許第３４，５０２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　米国再発行特許第３４，５０２号明細書に記載された設計は一般に、単一のプラーワイ
ヤを備えたカテーテルに制限される。多機能型カテーテル、例えば２つの互いに異なる曲
線を形成するよう偏向できる（例えば、２以上の方向に偏向できる）カテーテルが望まし
い場合、２本以上のプラーワイヤが必要になる。米国再発行特許第３４，５０２号明細書
に開示された設計の取っ手は、２プラーワイヤシステムには適していない。したがって、
２本のプラーワイヤの各々を別個独立に動かすことができる操作取っ手が要望されている
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、多機能型カテーテル取っ手に関する。一実施形態では、取っ手は、取っ手本
体及び取っ手本体内に設けられたコアを有する。近位端部が取っ手本体内に位置し、遠位
端部が取っ手本体の外部に延びるピストンが設けられ、この遠位端部にはカテーテル本体
を取り付けることができる。ピストンは、コア及び取っ手本体に対して長手方向に動くこ
とができる。第１のプラーワイヤアンカがコアに固着されている。カムレシーバが取っ手
本体内に設けられていて、カムレシーバがピストン及びコアに対して長手方向に摺動でき
るようになっている。第２のプラーワイヤアンカがカムレシーバに固着されている。全体
として円筒形のカムがピストンに対して包囲関係をなしてカムレシーバの遠位側に設けら
れている。カムをピストンに対して回転させることにより、カムレシーバ及び第２のプラ
ーワイヤアンカが長手方向に動く。
【０００７】
　別の実施形態では、本発明は、取っ手本体と、取っ手本体内に設けられたコアを有する
多機能型カテーテル取っ手に関する。長手方向通路がコアを貫通して延びている。ピスト
ンが、コアに対し包囲関係をなして取っ手本体内に設けられた遠位端部及び取っ手本体の
外部に延びる近位端部を備えている。ピストンは、コア及び取っ手本体に対し長手方向に
動くことができる。第１のプラーワイヤアンカが、コアに固着されている。近位端部及び
遠位端部を備えた全体として管状のカムレシーバが設けられている。全体として管状のカ
ムレシーバは、ピストンに対し包囲関係をなして設けられていて、ピストン上でこれに沿
って長手方向に摺動できるようになっている。第２のプラーワイヤアンカが、カムレシー
バに固着されている。全体として円筒形のカムが、ピストン及びコアに対し包囲関係をな
してカムレシーバの遠位側に設けられている。カムは、傾斜近位端部を備えている。カム
をピストン及びコアに対して回転させると、カムレシーバ及び第２のプラーワイヤアンカ
が長手方向に動く。
【０００８】
　別の実施形態では、本発明は、近位端部及び遠位端部を備えた細長いカテーテル本体を
有するカテーテルに関する。第１のプラーワイヤが、カテーテル本体を貫通して延びてい
る。第１のプラーワイヤの遠位端部は、カテーテル本体の遠位端部に又はその近くで繋留
され、又はカテーテル本体の遠位端部のところに設けられた構造体に繋留されている。第
２のプラーワイヤが、カテーテル本体を貫通して延び、この第２のプラーワイヤは、カテ
ーテル本体の遠位端部に又はその近くで繋留され、又はカテーテル本体の遠位端部のとこ
ろに設けられた構造体に繋留された遠位端部を備える。操作取っ手が、カテーテル本体の
近位端部のところに設けられている。操作取っ手は、取っ手本体と、取っ手本体内に設け
られたコアとを有する。長手方向通路が、コアを貫通して延びている。ピストンが、取っ
手本体内に設けられた遠位端部及び取っ手本体の外部に延びる近位端部を備えている。カ
テーテルの近位端部は、ピストンに直接又は間接的に取り付けられている。ピストンは、
コア及び取っ手本体に対し長手方向に動くことができる。カムレシーバが、取っ手本体内
に設けられていて、ピストン及びコアに対し長手方向に摺動できるようになっている。全
体として円筒形のカムが、ピストンに対し包囲関係をなしてカムレシーバの遠位側に設け
られている。カムをピストンに対して回転させると、カムレシーバ及び第２のプラーワイ
ヤアンカが長手方向に動く。第１のプラーワイヤは、コアに対するピストン及びカテーテ
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ル本体の長手方向運動により、カテーテル本体に対する第１のプラーワイヤの長手方向運
動が生じるようにコアに固着されている。第２のプラーワイヤは、カムの回転により、ピ
ストン及びカテーテル本体に対するカムレシーバ及び第２のプラーワイヤの長手方向運動
が生じるようにカムレシーバに繋留されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のカテーテル操作取っ手の構成によれば、２本のプラーワイヤが、相対運動可能
なコアとカムレシーバにそれぞれのアンカを介してそれぞれ作動的に取り付けられている
ので、２本のプラーワイヤの各々を別個独立に動かすことができ、例えば心臓内における
カテーテル先端部分の正確な位置及び向きを効果的に制御できる。
【００１０】
　本発明の上記特徴及び利点並びに他の特徴及び利点は、添付の図面と関連して以下の詳
細な説明を参照すると一層よく理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明によれば、遠位端部のところにマッピング組立体が設けられたカテーテルが提供
される。図１に示すように、カテーテルは、近位端部及び遠位端部を備えた細長いカテー
テル本体１２と、カテーテル本体の近位端部のところに設けられた操作取っ手１６と、カ
テーテル本体の遠位端部のところに設けられたマッピング組立体１７とを有している。
【００１２】
　図示の実施形態では、カテーテル本体１２は、その近位端部のところに細長い近位側シ
ャフト１３及びその遠位端部のところにこれよりも短い遠位側シャフト１４を有している
。図２を参照すると、近位側シャフト１３は、単一の軸方向又は中央ルーメン１８を備え
た細長い管状構造から成っている。近位側シャフト１３は、可撓性（フレキシブル）であ
り、即ち、曲げ可能であるが、その長さに沿って実質的に非圧縮性である。近位側シャフ
ト１３は、任意適当な構造のものであってよく、しかも任意適当な材料から作られたもの
であってよい。現時点において好ましい構造は、ポリウレタン又はＰＥＢＡＸで作られた
外壁２０を有している。外壁２０は、操作取っ手１６を回したとき、遠位側シャフト１４
がそれに応じて回転するよう近位側シャフト１３の捩り剛性を増すよう当該技術分野にお
いて一般に知られているようにステンレス鋼等の埋め込み編組メッシュから成っている。
【００１３】
　近位側シャフト１３の外径は重要な要件ではないが、好ましくは約８フレンチ以下、よ
り好ましくは７フレンチ以下である。これと同様に、外壁２０の厚さは、重要な要件では
ないが、中央ルーメン１８が任意所望のワイヤ、ケーブル及び（又は）管を受け入れるこ
とができるほど薄いものである。外壁２０の内面は、向上した捩り安定性をもたらすよう
補剛管２１で内張りされている。補剛管２１の外径は、外壁２０の内径とほぼ同一又はこ
れよりも僅かに小さい。補剛管２１は、非常に良好な剛性をもたらすが、体温では軟化し
ない任意適当な材料、例えばポリイミドで作られたものであるのがよい。
【００１４】
　遠位側シャフト１４は、４つのルーメン、即ちリード線ルーメン３０、収縮ワイヤルー
メン３２、支持部材ルーメン３４及び偏向ワイヤルーメン３６を有する短い管の一部から
成っている。遠位側シャフト１４の管は、好ましくは近位側シャフト１３よりも可撓性の
高い適当な無毒性材料で作られている。遠位側シャフトを構成する管の現時点において好
ましい材料は、編組ポリウレタン、即ち、編組ステンレス鋼等の埋め込みメッシュである
。各ルーメンの大きさは重要な要件ではないが、以下に更に説明するようにコンポーネン
トを挿通状態で収容するのに十分なものである。
【００１５】
　カテーテル、即ちマッピング組立体１７を除く体内に挿入可能な部分の有効長さは、所
望に応じて様々であってよい。好ましくは、有効長さは、約１１０ｃｍ～約１２０ｃｍで
ある。遠位側シャフト１４の長さは、比較的短い有効長さ部分であり、好ましくは約３．
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５ｃｍ～約１０ｃｍ、より好ましくは約５ｃｍ～約６．５ｃｍである。
【００１６】
　近位側シャフト１３を遠位側シャフト１４に取り付ける好ましい手段が図２に示されて
いる。遠位側シャフト１４の近位端部は、カテーテル本体１２の外壁２０の内面を受け入
れる外側円周方向切欠き２３を有している。遠位側シャフト１４とカテーテル本体１２は
、グルー等で互いに取り付けられる。所望ならば、スペーサ（図示せず）を補剛管２０の
遠位端部と遠位側シャフト１４の近位端部との間で近位側シャフト１３内に設けて近位側
シャフトと遠位側シャフトの接合部のところで可撓性の変わり目をもたらすようにするの
がよく、それにより近位側シャフトと遠位側シャフトの接合部が折り曲げ又はキンクを生
じることなくスムーズに曲がることができる。かかるスペーサの一例が、米国特許第５，
９６４，７５７号明細書に詳細に説明されており、かかる米国特許明細書の開示内容を本
明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【００１７】
　図３～図６に示すようにマッピング組立体１７が遠位側シャフト１４の遠位端部のとこ
ろに設けられている。マッピング組立体１７は、全体として真っ直ぐな近位側領域３８及
び全体として円形の主領域３９から成っている。近位側領域３８は、その軸線が遠位側シ
ャフトの軸線に全体として平行になるように以下に詳細に説明するように遠位側シャフト
１４に取り付けられている。近位側領域３８は好ましくは、約３ｍｍ～約１２ｍｍ、より
好ましくは約３ｍｍ～約８ｍｍ、更により好ましくは約５ｍｍの例えば遠位側シャフト１
４内に収納されない露出長さを有するが、かかる長さは、所望に応じて様々であってよい
。
【００１８】
　全体として円形の主領域３９は、カテーテル本体１２に対し全体として横向きである。
全体として円形の主領域３９は好ましくは、カテーテル本体１２に対し全体として垂直で
ある。全体として円形の主領域３９は、平べったい円を形成するのがよく、或いは図３に
示すように非常に僅かであるが螺旋形であってもよい。主領域３９の外径は好ましくは、
約１０ｍｍ～約２５ｍｍ、より好ましくは約１２ｍｍ～約２０ｍｍである。全体として円
形の主領域３９は、時計回りの方向又は反時計回りの方向に湾曲しているのがよい。
【００１９】
　マッピング組立体１７は、非導電性カバー２２で形成されており、この非導電性カバー
は、好ましくは全体として管状であるが、所望に応じて任意の断面形状のものであってよ
い。非導電性カバー２２は、任意適当な材料で作られたものであってよく、好ましくは生
体適合性プラスチック、例えばポリウレタン又はＰＥＢＡＸで作られる。非導電性カバー
２２を全体として円形の主領域の所望の全体として円形の形状に予備成形するのがよい。
変形例として、全体として円形の主領域の形状を非導電性カバー２２を貫通して延びるワ
イヤ又は他のコンポーネントにより定めてもよい。
【００２０】
　図示の実施形態では、予備成形された支持部材２４が、全体として円形の主領域３９の
形状を定めるよう非導電性カバー２２を貫通して延びている。支持部材２４は、形状記憶
材料、即ち、力が及ぼされると、その元の形状から真っ直ぐにし又は曲げることができ、
力を除くとその元の形状に実質的に戻ることができる材料で作られている。支持部材２４
の特に好ましい材料は、ニッケル－チタン合金である。かかる合金は典型的には、約５５
％ニッケル及び４５％チタンから成るが、約５４％～約５７％ニッケルを含み、残部がチ
タンであってもよい。好ましいニッケル－チタン合金は、ニチノール（Nitinol）であり
、これは、延性、強度、耐腐食性、電気抵抗率及び温度安定性と共に優れた形状記憶性を
有している。
【００２１】
　一連のリング形電極２６が、図４Ａ及び図４Ｂに示すようにマッピング組立体１７の全
体として円形の主領域３９の非導電性カバー２２に取り付けられている。リング形電極２
６は、任意適当な中実導電性材料、例えばプラチナ又は金、好ましくはプラチナとイリジ
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ウムの組み合わせで作られたものであるのがよく、グルー等で非導電性カバー２２に取り
付けられる。変形例として、リング形電極２６を形成するのに非導電性カバー２２をプラ
チナ、金及び（又は）イリジウムのような導電性材料で被覆してもよい。被膜をスパッタ
リング法、イオンビーム蒸着法又はこれと均等な技術で被着させることができる。
【００２２】
　好ましい実施形態では、各リング形電極２６は、まず最初に非導電性カバー２２に穴を
形成することにより取り付けられる。電極リード線５０が穴を通って送られ、リング形電
極２６は、リード線及び非導電性カバー２２を覆った状態で定位置に溶接される。リード
線５０は、非導電性カバー２２を貫通してカテーテル本体１２内へ延びている。各リード
線５０の近位端部は、適当なコネクタ（図示せず）に電気的に接続されており、このコネ
クタは、リング形電極２６から情報を受け取り、そしてリング形電極２６から受け取った
情報を表示する適当なモニタ又は他の装置に接続されている。
【００２３】
　組立体に設けられるリング形電極２６の数は、所望に応じて様々であってよい。好まし
くは、リング形電極の数は、約６～約２０個、より好ましくは約８～約１２個である。一
実施形態では、組立体は、１０個のリング形電極を担持している。リング形電極２６を図
４Ａに示すように全体として円形の主領域３９周りにほぼ等間隔に設けるのがよい。特に
好ましい実施形態では、リング形電極２６の中心間距離は約５ｍｍである。
【００２４】
　変形例としての電極構成が図４Ｂに示されている。この実施形態では、マッピング組立
体１７は、一連のリング形電極対２５を有している。各リング形電極対２５は、２つの密
に間隔を置いたリング形電極２６から成っている。本明細書で用いる「リング形電極対」
という用語は、他の隣のリング形電極よりも互いに密接して配置された１対のリング形電
極を意味している。好ましくは、電極対２５の２つの電極２６相互間の距離は、約３ｍｍ
以下、より好ましくは約２ｍｍ以下、より好ましくは約０．５ｍｍ～約１．５ｍｍである
。電極対２５の数は、所望に応じて様々であってよく、好ましくは６対～１４対、より好
ましくは１０対である。
【００２５】
　特に好ましい実施形態では、マッピング組立体は、各対２５の２つの電極２６相互間の
間隔が約１ｍｍで、１０対の電極を担持している。好ましくは、各リング形電極２６は、
比較的長さが短く、その長さは、約０．４ｍｍ～約０．７５ｍｍであり、最も遠位側に位
置するリング形電極２６ｃは、他のリング形電極よりも長く、好ましくは、その長さは、
約１ｍｍ～約１．５ｍｍである。これよりも長いリング形電極は、カテーテルを透視検査
下で視認しているとき、信号をユーザにもたらす。具体的に説明すると、マッピング組立
体は全体として円形なので、かかるマッピング組立体では、どの電極が心臓内の特定の場
所に配置されているかをユーザが判定することが困難な場合がある。１つのリング形電極
、例えば最も遠位側に位置するリング形電極を他のリング形電極とは異なる大きさに設定
することにより、ユーザは透視検査下でカテーテルを視認する場合に基準点を有する。
【００２６】
　リング形電極２６の大きさ及び数とは無関係に、電極対２５は好ましくは、全体として
円形の主領域３９周りにぐるりとほぼ等間隔を置いて設けられている。密に間隔を置いた
電極対２５は、遠視野心房信号に対し近視野肺静脈電位のより正確な検出を可能にし、こ
れは心房細動を治療しようとする場合非常に重要である。具体的に説明すると、近視野肺
静脈電位は、非常に微弱な信号であり、これに対し肺静脈のすぐ近くに位置する心房は、
これよりも大きな信号を出す。したがって、マッピングアレイを肺静脈内に配置した場合
でも、信号が微弱な近くの電位（肺静脈からの）であるか大きな遠くの電位（心房からの
）であるかを外科医が判定することは困難な場合がある。密に間隔を置いた２極を用いる
ことにより、外科医は自分が近位信号を見ているのか遠位信号を見ているのかをより正確
に判定することができる。したがって、密に間隔を置いた電極を用いることにより、肺静
脈電位がかかる心筋組織の場所を正確に標的として定めることができ、従って、臨床家は
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、治療薬を特定の組織に投与することができる。さらに、密に間隔を置いた電極により、
外科医は、電気信号により静脈口の正確な解剖学的場所を決定することができる。
【００２７】
　所望ならば、追加の電極（図示せず）を遠位側シャフト１４及び（又は）全体として真
っ直ぐな近位側部分３９に沿って設けてもよい。
　全体として円形の主領域３９を収縮させてその直径を減少させるために収縮ワイヤ４０
が設けられている。収縮ワイヤ４０は、操作取っ手１６内に繋留された近位端部を有し、
この操作取っ手は、以下に詳細に説明するように収縮ワイヤを操作するために用いられる
。収縮ワイヤ４０は、近位側シャフト１３の中央ルーメン１８を通り、遠位側シャフト１
４の収縮ワイヤルーメン３２を通り、そして非導電性カバー２２内へ延びている。非導電
性カバー２２を貫通して延びる収縮ワイヤ４０の部分は、図５及び図６に最もよく示され
ているように、全体として円形の主領域の中心の近くで全体として円形の主領域３９の側
部上に位置決めされる。全体として円形の主領域の中心は、全体として円形の主領域によ
り形成される円の中心を意味している。この構成により、収縮ワイヤ４０の位置がこのよ
うに制御されない構成と比較して全体として円形の主領域３９の収縮具合が劇的に向上す
る。
【００２８】
　図５及び図６に示すように、収縮ワイヤ４０は、マッピング組立体１７内でプラスチッ
ク管４２を貫通して延びている。一実施形態では、プラスチック管４２は、３つの層を有
し、かかる３つの層としては、内側のポリイミド層が挙げられ、このポリイミド層上に編
組層が形成され、この編組層は、当該技術分野において一般に知られているように編組ス
テンレス鋼メッシュ等から成る。編組層は、プラスチック管４２の強度を高め、収縮ワイ
ヤ４０がマッピング組立体の予備成形曲線を真っ直ぐにする傾向を減少させる。ポリテト
ラフルオロエチレンの薄いプラスチック層が、編組層上に被着されていて、それにより編
組層が非導電性カバー２２内でリード線５０と絡み合わないようにしている。プラスチッ
ク管４２は、遠位側シャフト１４の遠位端部に繋留された近位端部を有している。支持部
材２４は、収縮ワイヤ４０と共にプラスチック管４２を貫通している。支持部材２４及び
収縮ワイヤ４０の遠位端部は、小径のステンレス鋼管４４にはんだ付けされ又は他の方法
で取り付けられている。この構成では、収縮ワイヤ４０と支持部材２４の相対位置は、収
縮ワイヤ４０を上述したように全体として円形の領域の中心の近くで全体として円形の領
域の側部上に位置決めできるよう制御できる。曲線の内側に位置する収縮ワイヤ４０は、
支持部材２４を曲線の内側に引っ張り、それにより全体として円形の領域３９の収縮具合
を高める。さらに、プラスチック管４２が編組層を有している場合、これは、収縮ワイヤ
４０が非導電性カバー２２を引き裂かないようにする。
【００２９】
　第１の圧縮コイル４６が、収縮ワイヤ４０に対し包囲関係をなして近位側シャフト１３
及び遠位側シャフト１４内に設けられている。第１の圧縮コイル４６は、近位側シャフト
１３の近位端部から収縮ワイヤルーメン３２を通って延びている。第１の圧縮コイル４６
は、任意適当な金属、好ましくはステンレス鋼で作られ、それ自体密に巻回されて可撓性
、即ち曲げをもたらすが圧縮に抵抗するようになっている。第１の圧縮コイル４６の内径
は好ましくは、収縮ワイヤ４０の直径よりも僅かに大きい。第１の圧縮コイル４６の外面
は、例えばポリイミド管で構成された可撓性の非導電性シース６８で覆われている。第１
の圧縮コイル４６は好ましくは、断面領域が正方形又は矩形のワイヤで作られ、これによ
り、第１の圧縮コイルは、断面領域が円形のワイヤで作られた圧縮コイルよりも圧縮性が
低くなっている。その結果、第１の圧縮コイル４６は、カテーテル本体１２、特に遠位側
シャフト１４が、収縮ワイヤ４０を操作してマッピング組立体１７を収縮させたときに偏
向しないようにする。というのは、かかる圧縮コイルが、圧縮の多くを吸収するからであ
る。
【００３０】
　第１の圧縮コイル４６は、その近位端部が近位グルー接合部７０によりカテーテル本体
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１２の外壁２０に繋留されると共に遠位グルー接合部７２により遠位側シャフト１４に繋
留されている。グルー接合部７０，７２は共に好ましくは、ポリウレタングルー等から成
る。グルーをカテーテル本体１２の外面と中央ルーメン１８との間に設けられた穴を通し
て注入器等により塗布するのがよい。かかる穴は、例えば針等が恒久的な穴を形成するの
に十分加熱されているカテーテル本体１２の外壁２０を穿通することにより形成できる。
次に、この穴を介してグルーを第１の圧縮コイル４６の外面に導入し、このグルーは、外
周部周りに滲み込んで圧縮コイルの周囲全体に沿ってぐるりとグルー接合部を形成する。
図示の実施形態では、マッピング組立体１７の遠位端部は、ポリウレタングルー等のドー
ム５４により密閉される。金属又はプラスチック、好ましくはポリアミドで作られた短い
リング５６が、非導電性カバー２２の遠位端部内に設けられている。短いリング５６は、
非導電性カバー２２の遠位端部が潰れるのを阻止し、それにより非導電性カバーの遠位端
部の直径を維持する。遠位側シャフト１４とマッピング組立体１７との接合部のところで
、非導電性カバー２２は、グルー等で遠位側シャフトに取り付けられている。プラスチッ
ク管４２の近位端部は、遠位側シャフト１４の遠位端部内に挿入されてこの中に接着され
ている。プラスチック管４２からのグルーは、第１の圧縮コイル４６の遠位端部を収縮ワ
イヤルーメン３２内の定位置に繋留するのに更に役立ちうる。支持部材２４は、支持部材
ルーメン３４から非導電性カバー２２内のプラスチック管４２内へ延びている。支持部材
２４の近位端部は、支持部材ルーメン３４内で短い距離のところ、約５ｍｍのところで終
端していて、遠位側シャフト１４の偏向能力に悪影響を及ぼさないようになっている。し
かしながら、所望ならば、支持部材２４の近位端部は、カテーテル本体１２内へ更に延び
ていてもよい。
【００３１】
　リング形電極２６に取り付けられたリード線５０は、遠位側シャフト１４のリード線ル
ーメン３０を通り、カテーテル本体１２の中央ルーメン１８及び操作取っ手１６を通って
延びて、これらの近位端部はコネクタ（図示せず）内で終端している。カテーテル本体１
２の中央ルーメン１８、操作取っ手１６及び遠位側シャフト１４の近位端部を通って延び
るリード線５０の部分は、保護シース５２内に納められており、この保護シースは、任意
適当な材料で作られたものであってよいが、好ましくはポリイミドで作られる。保護シー
ス５２は、その遠位端部がこれをポリウレタングルー等でリード線ルーメン３０内に接着
することにより遠位側シャフト１４の近位端部に繋留されている。
【００３２】
　遠位側シャフト１４を偏向させるための偏向ワイヤ６４が設けられている。偏向ワイヤ
６４は、近位側シャフト１３を通って延び、その近位端部が操作取っ手１６に繋留される
と共にその遠位端部が遠位側シャフト１４に繋留されている。偏向ワイヤ６４は、任意適
当な金属、例えばステンレス鋼又はニチノールで作られ、好ましくはテフロン（登録商標
）（Teflon）等で被覆される。被膜は、減摩性をプラーワイヤ６４に与える。プラーワイ
ヤ６４の直径は好ましくは、約０．００６インチ～約０．０１０インチ（約０．１５２ｍ
ｍ～約０．２５４ｍｍ）である。
【００３３】
　偏向ワイヤ６４は、遠位側シャフト１４の偏向ワイヤルーメン３６内へ延びている。好
ましくは、偏向ワイヤ６４はその遠位端部が、米国特許第６，３７１，９５５号明細書に
概要が記載されているように遠位側シャフト１４の側壁に繋留されており、かかる米国特
許明細書の開示内容を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【００３４】
　第２の圧縮コイル６６が、偏向ワイヤ６４に対し包囲関係をなして近位側シャフト１３
内に設けられている。第２の圧縮コイル６６は、近位側シャフト１３の近位端部から近位
側シャフトの遠位端部まで延びている。第２の圧縮コイル６６は、任意適当な金属、好ま
しくはステンレス鋼で作られ、それ自体密に巻回されて可撓性、即ち曲げをもたらすが圧
縮に抵抗するようになっている。第２の圧縮コイル６６の内径は好ましくは、偏向ワイヤ
６４の直径よりも僅かに大きい。偏向ワイヤ６４に被着されたテフロン（登録商標）（Te
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flon）被膜により、偏向ワイヤ６４は、第２の圧縮コイル６６内を自由に摺動することが
できる。近位側シャフト１３内では、第１の圧縮コイル４６の外面も又、例えばポリイミ
ド管で構成された可撓性の非導電性シース６８で覆われている。第２の圧縮コイル６６は
、その近位端部が近位グルー接合部７０によりカテーテル本体１２の外壁２０に繋留され
ると共に遠位グルー接合部７２により遠位側シャフト１４に繋留されている。遠位側シャ
フト１４の偏向ワイヤルーメン３６内では、偏向ワイヤ６４及び第２の圧縮コイル６６は
、プラスチック、好ましくはテフロン（登録商標）（Teflon）のプラーワイヤシース７１
を貫通して延びており、このプラーワイヤシース７１は、プラーワイヤ６４が遠位側シャ
フトを偏向させたときに、遠位側シャフトの壁に切り込むのを阻止する。
【００３５】
　カテーテル本体１２に対する収縮ワイヤ４０の長手方向運動は、操作取っ手１６の適当
な操作により達成され、かかる長手方向運動の結果として、マッピング組立体１７の全体
として円形の主領域３９の収縮が生じる。これと同様に、カテーテル本体１２に対する偏
向ワイヤ６４の長手方向運動は、操作取っ手１６の適当な操作により達成され、かかる長
手方向運動の結果として、遠位側シャフト１４の偏向が生じる。２本以上のワイヤを操作
する適当な操作取っ手が例えば、米国特許第６，４６８，２６０号明細書、第６，５００
，１６７号明細書及び第６，５２２，９３３号明細書に記載されており、これら米国特許
明細書の開示内容を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【００３６】
　一実施形態では、カテーテルは、図８～図１０に示すような操作取っ手１６を有してい
る。操作取っ手１６は、取っ手本体７４を有し、コア７６がこの操作本体内に固定的に設
けられている。図示の実施形態では、コア７６は取っ手本体７４とは別体であるが、これ
とは異なりコアを取っ手本体と単一一体の部品として形成してもよい。コアは、全体とし
て円筒形の遠位側領域７５及び遠位側領域よりも直径の大きな全体として円形の近位側領
域７７を有している。偏向ワイヤ６４の長手方向運動を可能にするため、ピストン８２が
コア７６の遠位側領域７５上で摺動自在にこれにかぶせて取り付けられている。ピストン
８２の近位端部は、取っ手本体７４内に維持され、ピストンの遠位端部は、取っ手本体の
外部に延びている。サムノブ８４がピストン８２の遠位端部の一部に対し包囲関係をなし
て設けられていて、ユーザがピストンをコア７６及び取っ手本体７４に対し長手方向に容
易に動かすことができるようになっている。カテーテル本体１２の近位端部は、先端部７
８を通ってピストン８２の遠位端部にしっかりと取り付けられており、この先端部７８は
、ピストンの遠位端部に取り付けられている。カテーテル本体１２の近位端部は、先端部
に設けられた軸方向通路８０内に挿入され、任意的に定位置に接着される。ピストンは、
先端部７８の軸方向通路８０と連通状態にある軸方向通路８６を有し、コア７６は、ピス
トンの軸方向通路と連通状態にある軸方向通路８８を有している。
【００３７】
　カテーテル本体１２を貫通して延びるリード線５０、収縮ワイヤ４６及び偏向ワイヤ６
６は、カテーテル本体の近位端部から出て先端部７８、ピストン８２及びコア７６の軸方
向通路を貫通して延びている。リード線５０は、当該技術分野において一般に知られてい
るように、操作取っ手１６の近位端部から出てもよく、或いはリード線を操作取っ手内に
組み込まれたコネクタ（図示せず）に接続してもよい。
【００３８】
　偏向ワイヤ６４の近位端部は、コア７６に繋留されている。図１０に最もよく示されて
いるように、コア７６の近位側領域７７を貫通して延びる軸方向通路８８の部分は、コア
７６の遠位側領域７５を貫通して延びる軸方向通路の部分よりも直径が大きい。偏向ワイ
ヤアジャスタ９０が、以下に詳細に説明するように、コア７６の近位側領域７７の遠位端
部の近くで軸方向通路８８の一部内に調節可能に設けられている。コア７６の軸方向通路
８８に対し全体として横向きの、好ましくは全体として垂直な方向に開口部９２が偏向ワ
イヤアジャスタ９０を貫通して延びている。偏向ワイヤ６４は、方向を変えるよう偏向ワ
イヤアジャスタ９０内の開口部９２を貫通して延びている。
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【００３９】
　コア７６の遠位側領域７７は、コアの軸方向通路８８に全体として平行に延びる全体と
して矩形の開口部９４を有している。チャネル９６が、全体として矩形の開口部９４の近
位端部をコア７６の近位側領域７５の軸方向通路８８の一部の遠位端部に連結している。
偏向ワイヤ６４の近位端部は、チャネル９６を通って全体として矩形の開口部９４内へ延
びている。偏向ワイヤアンカ９８が、例えば圧着により全体として矩形の開口部９４内に
位置する偏向ワイヤ６４の近位端部の一部に固着されており、この偏向ワイヤアンカは、
短い皮下用素材片から成るのがよい。偏向ワイヤアンカ９８の直径は、チャネル９６の幅
よりも大きく、かくして、偏向ワイヤアンカは、偏向ワイヤ６４の近位端部がチャネル中
へ引っ張られるのを阻止し、それにより偏向ワイヤをコア７６に繋留する。かくして、偏
向ワイヤアンカ９８は、たとえ偏向ワイヤアンカが開口部９４内での遊動量が依然として
僅かであっても、コア７６に固着される。
【００４０】
　使用に当たり、ピストン８２を取っ手本体７４及びコア７６に対し遠位側へ動かし、そ
れによりカテーテル本体１２をコアに繋留されている偏向ワイヤ６４に対し遠位側に引っ
張る。その結果、偏向ワイヤ６４は、これが繋留されている遠位側シャフト１４の側部を
引っ張り、それにより遠位側シャフトをその方向に偏向させる。遠位側シャフト１４を真
っ直ぐにするため、ピストン８２を取っ手本体７４及びコア７６に対し近位側へ動かして
その元の位置に戻す。
【００４１】
　偏向ワイヤアジャスタ９０を操作することにより、偏向ワイヤ６４の遊動量が調節され
る。上述したように、偏向ワイヤアジャスタ９０は、コア７６の近位側領域７７の遠位端
部の近くで軸方向通路８８の一部内に調節可能に設けられている。偏向ワイヤアジャスタ
９０が収納されている軸方向通路８８の部分は、コア７６の表面に沿って延びる一連の隆
起部１００を有し、これら隆起部は、コアの軸線に対し全体として垂直である。偏向ワイ
ヤアジャスタ９０は、隆起部１００相互間の空間に嵌まり込む外方に延びるタブ１０２を
備えている。偏向ワイヤアジャスタ９０をコア７６の長さに沿って動かして、タブ１０２
を２つの隆起部１００相互間に配置することにより定位置にスナップ嵌めさせるのがよい
。偏向ワイヤアジャスタ９０を（カテーテル本体１２から遠ざかって）近位側へ動かすと
、偏向ワイヤ６４についての遊動の度合いが小さくなる。偏向ワイヤ６４の遊動量を調節
する精密な機構は、重要な要件ではなく、別の機構を設けることができる。変形例として
、偏向ワイヤ６４を直接コア７６に繋留して調節可能ではないようにしてもよい。
【００４２】
　操作取っ手１６は又、収縮ワイヤ４０の長手方向運動を行うためにも用いられる。収縮
ワイヤ４０は、カテーテル本体１２から、ピストン８２の軸方向通路８６を通り、コア７
６の遠位側領域７５内の軸方向通路８８を貫通して延びている。収縮ワイヤ４０の近位端
部は、コア７６内に摺動自在に設けられた収縮ワイヤアジャスタ１０４に繋留されている
。
【００４３】
　収縮ワイヤアジャスタ１０４は全体として矩形であって、コア７６の近位側領域７７に
設けられたスロット１１０を通って下方に延びる底側領域を有している。上述したように
、軸方向通路８８を貫通して延びる収縮ワイヤ４０の近位端部は、上述したように偏向ワ
イヤ６４をコア７６に繋留する方法と非常によく似た方法で収縮ワイヤアジャスタ１０４
内に繋留されている。具体的に説明すると、収縮ワイヤアンカ１０８が、例えば圧着によ
り収縮ワイヤアジャスタ１０４に設けられた開口部１１０内に位置する収縮ワイヤ４０の
近位端部の一部に固着されており、この偏向ワイヤアンカは、短い皮下用素材片から成る
のがよい。チャネル１１２が、開口部１１０をコアの軸方向通路８８に連結している。収
縮ワイヤアンカ１０８の直径は、チャネル１１２の幅よりも大きく、かくして、収縮ワイ
ヤアンカは、収縮ワイヤ４０の近位端部がチャネル中へ引っ張られるのを阻止し、それに
より収縮ワイヤを収縮ワイヤアジャスタ１０４に繋留する。
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【００４４】
　収縮ワイヤアジャスタ１０４の遠位端部は、カムレシーバ１０６に調節可能に取り付け
られている。カムレシーバ１０６は全体として管状であり、その近位端部から延びていて
、収縮ワイヤアジャスタ１０４の遠位端部を受け入れるよう寸法決めされた短いスロット
１１４を有している。カムレシーバ１０６は、ピストン８２及びコア７６の遠位側領域７
５上で摺動自在にこれにかぶせて設けられており、収縮ワイヤアジャスタ１０４の底部は
、コアのスロット１１４及びこれに対応してピストンに設けられたスロット１１５内に位
置決めされる。かくして、収縮ワイヤアンカ９８は、たとえ収縮ワイヤアンカが収縮ワイ
ヤアジャスタの開口部１１０内で或る程度の遊動が可能であっても、収縮ワイヤアジャス
タ１０４を通ってカムレシーバ１０６に固着される。
【００４５】
　図９に示すように、収縮ワイヤアジャスタ１０４の遠位端部の頂部は、カムレシーバ１
０６のスロット１１４に設けられた複数の切欠き１１８と嵌合する一連の外方に延びる歯
１１６を有し、従って収縮ワイヤアジャスタをカムレシーバ内へスナップ嵌めできるよう
になっている。カムレシーバ１０６に対する収縮ワイヤアジャスタ１０４の位置は、歯１
１６を切欠き１１８に対し再位置決めすることにより長手方向に調節可能であり、それに
より収縮ワイヤ４０に加わる張力を調節することができる。変形例として、収縮ワイヤ４
０は、調節可能でなくてもよく、この場合、収縮ワイヤアンカ９８はカムレシーバ１０６
に設けられた開口部（図示せず）内に設けられる。
【００４６】
　カテーテル本体１２が間接的に取り付けられているコア７６に対するカムレシーバ１０
６及び収縮ワイヤアジャスタ１０４の長手方向運動の結果として、カテーテル本体に対す
る収縮ワイヤ４０の長手方向運動が生じる。カムレシーバ１０６の長手方向運動は、ピス
トン８２及びコア７６の遠位側領域７５に対し包囲関係をなして操作取っ手１６内に設け
られたカム１２０により達成される。保持リング１２１が、取っ手本体７４に対するカム
１２０の長手方向位置を維持する。
【００４７】
　カム１２０は、傾斜した近位表面１２２を有している。カムレシーバ１０６は、傾斜遠
位表面１２３及び傾斜遠位表面の最も遠位側に位置した箇所に外方に延びるタブ１２４を
有している。タブ１２４は、カム１２０の傾斜近位表面１２２に接触する。カム１２０を
反時計回りに回転させると、傾斜近位表面１１２はこれに対応して回転し、カムレシーバ
１０４をコア７６及びカテーテル本体１２に対し近位側へ押す。カムレシーバ１０４及び
これに取り付けられた収縮ワイヤアジャスタ１０４をコア７６及びカテーテル本体１２に
対し近位側へ動かすと、収縮ワイヤ４０は近位側に引っ張られ、それによりマッピング組
立体１７の全体として円形の主領域３９を収縮させる。
【００４８】
　カム１２０の傾斜近位表面１２２は、その最も近位側の箇所に外方に延びるタブ１２６
を有している。カム１２０を反時計回りに回転させると、カムレシーバ１０４のタブ１２
４は、傾斜近位表面１２２のタブ１２６に接触し、それによりカムレシーバに対するカム
のそれ以上の回転を阻止する。カム１２０を時計回りに回転させると、傾斜近位表面１２
２のタブ１２６は、カムレシーバ１０４のタブ１２４を押してカムレシーバが遠位側へ動
き、それにより収縮ワイヤ４０に加わる張力を解除し、マッピング組立体１７の全体とし
て円形の主領域３９がその元の形態に戻るようにする。当業者には認識されるように、傾
斜近位表面１２２の方向を変えると、カム１２０の時計回りの回転により、マッピング組
立体１７の全体として円形の主領域３９の収縮が生じ、反時計回りに回転させると、マッ
ピング組立体１７の全体として円形の主領域３９がその元の形態に戻るようにすることが
できる。ユーザがカム１２０を容易且つ快適に回転させるようにするために可撓性グリッ
プ１２８がカム１２０にかぶせた状態で設けられている。
【００４９】
　使用に当たり、適当な案内シースをその遠位端部が所望のマッピング場所に位置決めさ
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れた状態で患者に挿入する。本発明と関連して用いられるのに適当な案内シースの一例は
、バイオセンス・ウェブスター・インコーポレイテッド（カリフォルニア州ダイヤモンド
バー所在）から市販されているPreface （登録商標）編組案内シースである。シースの遠
位端部は、心房のうちの１つの中に案内される。本発明のカテーテルをその遠位端部が案
内シースの遠位端部から出るまで案内シース中に送り込む。カテーテルを案内シース中に
送り込むと、マッピング組立体１７は、シース中に嵌まるよう真っ直ぐになる。カテーテ
ルの遠位端部を所望のマッピング場所にいったん位置決めすると、案内シースを近位側に
引き、それにより偏向可能な遠位側シャフト１４及びマッピング組立体１７がシースの外
部に延びることができ、そして、マッピング組立体１７は支持部材２４の形状記憶性に起
因してその元の形状に戻る。次に、マッピング組立体１７を肺静脈又は他の管状領域（例
えば、冠状静脈洞、上大静脈又は下大静脈）内に挿入して、マッピング組立体の全体とし
て円形の主領域３９の外周部が管状領域内部の周囲と接触するようにする。好ましくは、
全体として円形の主領域の周囲の少なくとも約５０％、より好ましくは少なくとも約７０
％、更により好ましくは少なくとも約８０％が、管状領域内部の周囲と接触する。
【００５０】
　電極２６の円形配列により、管状構造体のその周囲のところの電気的活動度の測定が可
能になり、従って電極相互間の異所性収縮を突き止めることができるようになっている。
全体として円形の主領域３９の上述の大きさは、肺静脈又は心臓の他の管状構造体、或い
は心臓の近くに位置する他の管状構造体の直径に沿う電気的活動度の測定を可能にする。
というのは、円形主領域は、肺静脈又は冠状静脈洞の直径にほぼ一致する直径を有してい
るからである。
【００５１】
　上述の説明は、本発明の現時点において好ましい実施形態に関して行われたものである
。当業者であれば、本発明の原理、精神及び範囲から文言上逸脱することなく、説明した
構造の変更及び変形を想到できることは理解されよう。
【００５２】
　したがって、上記説明は、添付の図面に記載した構造そのものだけに関するものとして
読まれてはならず、最も広く且つ公正な範囲を有する特許請求の範囲の記載と一致して且
つその裏付けとして読まれるべきである。
【００５３】
　本発明の具体的な実施形態は、次の通りである。
　（１）カムは、傾斜した近位端部を有していることを特徴とする請求項１記載の多機能
型取っ手。
　（２）カムレシーバは、全体として管状であり、カムに対し包囲関係をなして設けられ
ていることを特徴とする上記実施形態（１）記載の多機能型取っ手。
　（３）カムレシーバは、遠位端部を有し、この遠位端部からタブが遠位側へ延びており
、タブは、カムの傾斜近位端部に接触することを特徴とする上記実施形態（２）記載の多
機能型取っ手。
　（４）タブがカムの傾斜近位端部から近位側へ延びており、カムをピストン及びコアに
対して回転させると、カムのタブがコアのタブに接触してカムの回転能力を制限するよう
になっていることを特徴とする上記実施形態（３）記載の多機能型取っ手。
　（５）第２のプラーワイヤアンカは、プラーワイヤアジャスタ内に固定的に設けられる
ことによりカムレシーバに固着されており、プラーワイヤアジャスタは、カムに対するプ
ラーワイヤアジャスタの長手方向位置を変更できるようカムレシーバに調節可能に取り付
けられていることを特徴とする請求項１記載の多機能型取っ手。
【００５４】
　（６）プラーワイヤアジャスタから、１以上の歯が取っ手の軸線に全体として垂直な方
向において外方に延びており、プラーワイヤアジャスタは、カムレシーバに設けられたス
ロット内に納められており、スロットは、歯と嵌合する１以上の切欠きを有していること
を特徴とする上記実施形態（５）記載の多機能型取っ手。
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　（７）第１のプラーワイヤアンカの近位側の位置でコア内に設けられたプラーワイヤア
ジャスタを更に有し、コアに対するプラーワイヤアジャスタの長手方向位置を変えること
ができ、プラーワイヤアジャスタは、これを貫通して取っ手の軸線に対し全体として横断
方向に延びた開口部を有し、従って、コアを貫通して延びていて、第１のプラーワイヤア
ンカに繋留された端部を有するワイヤがプラーワイヤアジャスタの開口部を通過して方向
を逆にすることができるようになっていることを特徴とする請求項１記載の多機能型取っ
手。
　（８）カムレシーバからは、カムの傾斜近位端部に接触するタブが遠位側へ延びている
ことを特徴とする請求項２記載の多機能型取っ手。
　（９）タブがカムの傾斜近位端部から近位側へ延びており、カムをピストン及びコアに
対して回転させると、カムのタブがコアのタブに接触してカムの回転能力を制限するよう
になっていることを特徴とする上記実施形態（８）記載の多機能型取っ手。
　（１０）第２のプラーワイヤアンカは、プラーワイヤアジャスタ内に固定的に設けられ
ることによりカムレシーバに固着されており、プラーワイヤアジャスタは、カムに対する
プラーワイヤアジャスタの長手方向位置を変更できるようカムレシーバに調節可能に取り
付けられていることを特徴とする請求項２記載の多機能型取っ手。
【００５５】
　（１１）プラーワイヤアジャスタから、１以上の歯が取っ手の軸線に全体として垂直な
方向において外方に延びており、プラーワイヤアジャスタは、カムレシーバに設けられた
スロット内に納められており、スロットは、歯と嵌合する１以上の切欠きを有しているこ
とを特徴とする上記実施形態（１０）記載の多機能型取っ手。
　（１２）第１のプラーワイヤアンカの近位側の位置でコア内に設けられたプラーワイヤ
アジャスタを更に有し、コアに対するプラーワイヤアジャスタの長手方向位置を変えるこ
とができ、プラーワイヤアジャスタは、これを貫通して取っ手の軸線に対し全体として横
断方向に延びた開口部を有し、従って、コアを貫通して延びていて、第１のプラーワイヤ
アンカに繋留された端部を有するワイヤがプラーワイヤアジャスタの開口部を通過して方
向を逆にすることができるようになっていることを特徴とする請求項２記載の多機能型取
っ手。
　（１３）カムは、傾斜した近位端部を有していることを特徴とする請求項３記載のカテ
ーテル。
　（１４）カムレシーバは、全体として管状であり、カムに対し包囲関係をなして設けら
れていることを特徴とする上記実施形態（１３）記載のカテーテル。
　（１５）カムレシーバは、遠位端部を有し、この遠位端部からタブが遠位側へ延びてお
り、タブは、カムの傾斜近位端部に接触することを特徴とする上記実施形態（１４）記載
のカテーテル。
【００５６】
　（１６）タブがカムの傾斜近位端部から近位側へ延びており、カムをピストン及びコア
に対して回転させると、カムのタブがコアのタブに接触してカムの回転能力を制限するよ
うになっていることを特徴とする上記実施形態（１５）記載のカテーテル。
　（１７）第２のプラーワイヤは、プラーワイヤアジャスタに繋留されることによりカム
レシーバに繋留されており、プラーワイヤアジャスタは、カムに対するプラーワイヤアジ
ャスタの長手方向位置を変更できるようカムレシーバに調節可能に取り付けられているこ
とを特徴とする請求項３記載のカテーテル。
　（１８）プラーワイヤアジャスタから、１以上の歯が取っ手の軸線に全体として垂直な
方向において外方に延びており、プラーワイヤアジャスタは、カムレシーバに設けられた
スロット内に納められており、スロットは、歯と嵌合する１以上の切欠きを有しているこ
とを特徴とする上記実施形態（１７）記載のカテーテル。
　（１９）第１のプラーワイヤが繋留された位置の近位側の位置でコア内に設けられたプ
ラーワイヤアジャスタを更に有し、コアに対するプラーワイヤアジャスタの長手方向位置
を変えることができ、プラーワイヤアジャスタは、これを貫通して取っ手の軸線に対し全
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体として横断方向に延びた開口部を有し、従って、コアを貫通して延びていて、第１のプ
ラーワイヤアンカに繋留された端部を有するワイヤがプラーワイヤアジャスタの開口部を
通過して方向を逆にすることができるようになっていることを特徴とする請求項３記載の
カテーテル。
　（２０）第１のプラーワイヤの遠位端部は、カテーテル本体の遠位端部に又はその近く
に繋留されていることを特徴とする請求項３記載のカテーテル。
　（２１）カテーテル本体の遠位端部のところに設けられたマッピング組立体を更に有し
、マッピング組立体は、カテーテル本体に対し全体として横断方向であってその遠位側に
位置すると共に外周を備えた予備成形されている全体として円形の主領域を備えた管状構
造体を有し、管状構造体は、マッピング組立体の少なくとも主領域を覆う非導電性カバー
を有し、前記マッピング組立体は、マッピング組立体の全体として円形の主領域によって
支持された複数の電極を更に有し、第２のプラーワイヤは、非導電性カバー内に繋留され
ていて、全体として円形の主領域を収縮させる遠位端部を有していることを特徴とする請
求項３記載のカテーテル。
　（２２）第１のプラーワイヤの遠位端部は、カテーテル本体の遠位端部に又はその近く
に繋留されていることを特徴とする上記実施形態（２１）記載のカテーテル。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明のカテーテルの実施形態の側面図である。
【図２】カテーテル本体と遠位側シャフトとの間に接合部を有する図１のカテーテル本体
の断面側面図である。
【図３】図１のカテーテルの遠位側シャフト及びマッピング組立体の側面図である。
【図４Ａ】マッピング組立体の略図であり、リング電極の一構成例を示す図である。
【図４Ｂ】マッピング組立体の略図であり、リング電極の別の構成例を示す図である。
【図５】図１のカテーテルのマッピング組立体の遠位端部の断面側面図である。
【図６】図３のカテーテルのマッピング組立体の６－６線矢視断面端面図である。
【図７】図３のカテーテルの遠位側シャフトの７－７線矢視断面端面図である。
【図８】本発明の操作取っ手の断面側面図である。
【図９】図８に示す操作取っ手の内部構成要素の分解斜視図である。
【図１０】図８の操作取っ手の拡大断面側面図であり、偏向ワイヤアジャスタ及び収縮ワ
イヤアジャスタを示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１２　カテーテル本体
　１３　近位側シャフト
　１４　遠位側シャフト
　１６　操作取っ手
　１７　マッピング組立体
　１８　中央ルーメン
　２０　外壁
　２２　非導電性カバー
　２５　リング形電極対
　２６　リング形電極
　３０，３２，３４，３６　ルーメン
　３８　近位側領域
　３９　主領域
　４０　プラーワイヤ（収縮ワイヤ）
　４６　第１の圧縮コイル
　５０　リード線
　６４　プラーワイヤ（偏向ワイヤ）
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　６６　第２の圧縮コイル
　６８　非導電性シース
　７６　コア
　８２　ピストン
　９０，１０４　プラーワイヤアジャスタ
　９８，１０８　プラーワイヤアンカ
　１０６　カムレシーバ
　１２０　カム

【図１】 【図２】



(16) JP 4401827 B2 2010.1.20

【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】
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