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(57)【要約】
【課題】組織層を固定するための組織アンカの提供。
【解決手段】組織アンカは、織物フィラメント編組本体
を備え、この本体は、細長い管状構成と、短縮された構
成とを有し、この短縮された構成においては、本体の近
位端部と遠位端部とは半径方向に拡張して、これらの間
に円筒形サドル領域を残しながら二重壁フランジ構造に
なる。組織アンカは、隣接する組織層の間に貫通を通し
て展開され、この場合には、フランジが組織層の外側表
面を係合し、サドル領域が組織貫通内に残る。上記管状
本体は、上記細長い管状構成内の中心軸に沿った開放性
通路を規定する。
【選択図】図１２Ｆ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接する組織において貫通を介して配置されるとともにこれらの間に流路を形成する医
療デバイスであって、
　織物フィラメント編組から形成される本体であって、同本体は、細長い管状構成および
短縮された構成を有し、前記本体の近位端部および遠位端部は、前記短縮された構成にお
いて同近位端部と遠位端部との間に円筒形のサドル領域を残すように径方向に拡張されて
、フレア付け（ｆｌａｒｅ）されたフランジ構造となり、前記本体は、前記細長い管状構
成および前記短縮された構成において中心軸に沿った開放性通路を規定する、本体と、
　前記本体の少なくとも一部を覆う膜と
　を備え、
　前記短縮された構成において、前記本体の長さは、前記細長い管状構成における前記本
体の長さよりも少なくとも４０％短く、
　前記フレア付けされたフランジ構造は前記円筒形のサドル領域の直径の少なくとも２倍
の直径を有する、医療デバイス。
【請求項２】
　前記膜は、前記細長い構成および前記短縮された構成の両方において、前記本体に適合
するエラストマー膜を含む、請求項１に記載の医療デバイス。
【請求項３】
　前記膜は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、延伸ＰＴＦＥ（ｅＰＴＦＥ）、
シリコーン、ポリプロピレン、ウレタンポリエーテルブロックアミド（ＰＥＢＡ）、ポリ
エチレンテレフタラート（ＰＥＴ）、ポリエチレン、Ｃ－Ｆｌｅｘ（登録商標）熱可塑性
エラストマー、Ｋｒａｔｏｒ（登録商標）ＳＥＢＳおよびＳＢＳポリマーからなる群から
選択される材料を含む、請求項１または２に記載の医療デバイス。
【請求項４】
　前記膜は、前記本体全体を覆う、請求項１乃至３のうちのいずれか一項に記載の医療デ
バイス。
【請求項５】
　前記膜は、シリコーンである、請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載の医療デバ
イス。
【請求項６】
　前記短縮された構成において、前記本体の長さは、前記細長い管状構成における前記本
体の長さよりも少なくとも７０％短い、請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の医
療デバイス。
【請求項７】
　前記細長い管状構成における前記医療デバイスの長さは、７ｍｍ～１００ｍｍの範囲に
あり、前記短縮された構成における前記医療デバイスの長さは、２ｍｍ～８０ｍｍの範囲
にある、請求項１乃至６のうちのいずれか一項に記載の医療デバイス。
【請求項８】
　前記フランジ構造は、３ｍｍ～７０ｍｍの範囲の直径を有する、請求項１乃至７のうち
のいずれか一項に記載の医療デバイス。
【請求項９】
　前記円筒形サドル領域は、前記短縮された構成において０．８ｍｍ～７．５５ｍｍの範
囲の直径を有する、請求項１乃至８のうちのいずれか一項に記載の医療デバイス。
【請求項１０】
　前記本体上の前記フランジ構造は、該本体が拘束から解放されるとき、自己拡張する、
請求項１乃至９のうちのいずれか一項に記載の医療デバイス。
【請求項１１】
　前記織物フィラメント編組は、１本以上の形状記憶ワイヤを含む、請求項１乃至１０の
うちのいずれか一項に記載の医療デバイス。
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【請求項１２】
　前記形状記憶ワイヤは、ニチノールまたはエルジロイである、請求項１１に記載の医療
デバイス。
【請求項１３】
　前記フランジ構造は、１ｇ／ｍｍ～１００ｇ／ｍｍの範囲の所定の曲げ剛性を有する、
請求項１乃至１２のうちのいずれか一項に記載の医療デバイス。
【請求項１４】
　前記円筒形サドル領域は、１ｇ／ｍｍ～１００ｇ／ｍｍの範囲の所定の曲げ剛性を有す
る、請求項１乃至１３のうちのいずれか一項に記載の医療デバイス。
【請求項１５】
　隣接する組織層を並置するとともにステントを配置して、これらの間に流路を確立する
システムであって、該システムは、
　ステントを形成する請求項１乃至１４のうちのいずれか一項に記載の医療デバイスと、
　シースを備えている送達カテーテルであって、該シースは、前記ステントの本体を該ス
テントの本体の細長い管状構成に拘束し、また、前記フレア付けされたフランジ構造が半
径方向に拡張することを可能にするように該ステントに対して後退させられる、送達カテ
ーテルと
　を備えている、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の背景）
　（発明の分野）
　本発明は、概して、医療方法および医療デバイスに関する。特に、本発明は、組織アン
カと、医療手順において複数の隣接する組織層を締結する際に組織アンカを使用する方法
とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　組織を接近させることは、種々の目的のための多くの医療手順において有用である。最
も広い定義において、組織の付着は、多くの従来の手順（例えば、縫合、癒着、エネルギ
ー媒介による融合など）によって行われ得る。しかしながら、本発明に対する特定の関心
は、複数の隣接する組織において貫通を介して配置され、組織層を一緒に物理的に保持ま
たは固着するように展開された組織ファスナの使用である。
【０００３】
　多くの組織固着システムは、数年間をかけて工夫されてきた。多くの先行技術の組織ア
ンカは、シャフトの互いに対向する端部において、拡張可能なケージ構造（しばしばマル
コー（ｍａｌｅｃｏｔｔ）と呼ばれる）、または「ｍｏｌｙｂｏｌｔ」を含み、ケージは
、一緒に固着される層のある組織の各々の側において拡張され、展開される。食道を胃壁
に固着するシャフトの各々の側に拡張可能な構造要素を使用する１つの例示的な組織アン
カは、共有に係る同時係属出願の特許文献１に記載されている。いくつかの例において、
機械的な組織ファスナは、典型的には、１つの体腔から別の体腔へのドレナージを可能に
するために、中心管腔または通路を提供または規定し得る。このようなファスナは、しば
しば、「ステント」と呼ばれ、例示的なステントは、特許文献２（米国特許第６，６２０
，１２２号）に記載された偽嚢胞から排液させる。’１２２ステントは、各端部に開放性
カフスを有するバーベル状構成を有する。カフスは、強化されず、特に、組織構造は患者
が移動したときに分離する傾向にあるときに、一緒に、隣接する組織構造を保持するため
に十分な強度を提供しない。
【０００４】
　多くの目的で使用可能であるが、従来技術の組織アンカは、しばしば、良好な取り付け
を提供するが、組織壊死または癒着の実質的なリスクを提示するほどに非常に硬いか、ま
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たは、組織損傷のリスクは小さいが、組織貫通の点における漏出および運動を可能にして
しまうほどに非常に弱いかのいずれかである。
【０００５】
　したがって、これらの理由から、代替的または改善された組織アンカと、組織アンカの
展開および使用のための方法とを提供することが有益であり、この場合、アンカが組織に
対する壊死および他の損傷のリスクを最小化しながら組織の堅い取り付けを提供し得る。
組織アンカは、好適には、瘻形成のための中心管腔のある場合およびなしの場合の両方で
の取り付けに適している。この組織アンカは、広範囲の目的で、広範囲の体腔に内視鏡に
より送達可能である。さらに、最初の移植手順および最初の移植の後の数週間、数か月ま
たは数年にさえ及ぶその後の手順においても、組織アンカが取り外し可能である場合には
好ましい。これらの目的のうちの少なくともいくつかは、本明細書で以後に記載される本
発明によって満たされる。
【０００６】
　（背景技術の記載）
　特許文献３は、十二指腸から胆嚢に前進する針を有する経口的に前進するカテーテルに
よってなされた貫通を介して導入された、内視鏡で十二指腸による胆汁ドレナージシステ
ムを記載する。特許文献２は、針および内視鏡を用いて胃から偽嚢胞まで自己拡張ステン
トを配置するシステムを記載する。本願と同一人に譲渡された特許文献１は、内視鏡手順
または超音波内視鏡検査ガイド（超音波）手順のための組織貫通デバイスを記載し、ここ
ではアンカが、複数の体腔（腸、胃および胆嚢を含む）の間の吻合を形成するように配置
され得る。同様に、米国特許第５，４５８，１３１号、米国特許第５，４９５，８５１号
、米国特許第５，９４４，７３８号、米国特許第６，００７，５２２号、米国特許第６，
２３１，５８７号、米国特許第６，６５５，３８６号、米国特許第７，２７３，４５１号
、米国特許第７，３０９，３４１号、米国出願公開特許第２００４／０２４３１２２号、
米国出願公開特許第２００４／０２４９９８５号、米国出願公開特許第２００７／０１２
３９１７号、国際公開第２００６／０６２９９６号、欧州特許第１３１４４０４号、非特
許文献１および非特許文献２も参照されたい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０２２８４１３号明細書
【特許文献２】米国特許第６，６２０，１２２号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００３／０６９５３３号明細書
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｋａｈａｌｅｈら（２００６）、Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　
Ｅｎｄｏｓｃｏｐｙ　６４：５２－５９
【非特許文献２】Ｋｗａｎら（２００７）　Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　Ｅｎｄ
ｏｓｃｏｐｙ　６６：５８２－５８６
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（発明の簡単な概要）
　本発明にしたがう組織アンカは、織物フィラメント組物から形成された本体を備えてい
る。フィラメントは、典型的には、金属ワイヤであり、より典型的には、ニッケル－チタ
ンあるいは他の超弾性または形状記憶金属ワイヤである。代替的には、弾性が、それほど
重要でない場合には、フィラメントは、ポリマー材料（ポリプロピレン、ポリエチレン、
ポリエステル、ナイロン、ＰＴＦＥ、など）から形成され得る。いくつかの場合において
、生体吸収可能または生体分解可能材料（典型的には、生体分解可能ポリマー、例えば、
ポリ－Ｌ－乳酸（ＰＬＬＡ）が使用を見出され得る。
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【００１０】
　本体は、細長い管状の構成と、短縮された構成の両方とを有し、短縮された構成におい
ては、本体の近位端と遠位端とが（本体が短縮されるので）二重壁のフランジ構造に放射
方向に拡張する。このような「二重壁のフランジ構造」は、典型的には、最も端の部分で
あるが、オプションとして端部から内側にいくぶん間隔を空けられた、本体の一部として
形成され、（中心に向かって）内側に動き、その結果、その部分内の隣接する一対の本体
セグメントは、それらの基部において一緒に引き寄せられ、その結果、中央線またはクレ
スト線が曲がり、容易に拡張し、二重壁フランジ構造を規定する一対の隣接する環状リン
グを形成する。二重壁フランジ構造のこのような短縮および展開の後で、本体は、フラン
ジ構造の間に、円筒形サドル領域をさらに有する。アンカが組織内で展開されるとき、フ
ランジ構造は、隣接する組織層の外部表面を係合し、サドル領域は、典型的に組織層を通
る貫通内に存在する。
【００１１】
　形状記憶金属ワイヤ（例えば、ニチノールまたはｅｌｉｇｉｌｏｙ）から形成されると
き、ワイヤは、比較的小さい直径（典型的には、０．００１インチから０．０２インチ、
通常は、０．００２インチから０．０１インチ）を有し、ここで編組は、１０本程度から
２００本程度のワイヤまでを含み、より一般的には、２０本から１００本のワイヤである
。例示的な場合において、０．００３インチから０．００７インチまで範囲の直径を有す
るワイヤが、合計２４本から６０本巻かれる。ワイヤは、従来の技術によって、管状の幾
何学的形状に編組され、管状の幾何学的形状は、所望の形状記憶を与えるために熱処理さ
れる。通常、編組された管は、各端部にフランジを有する所望の最終的な（展開された）
構成に形成される。このようなフランジを有する構成は、編組になるように熱設定および
形成され、その結果、半径方向に拘束する力または軸方向に伸張する力がない場合には、
アンカは、各端部にフランジを有する短縮された構成をとる。このような短縮された記憶
構成は、アンカが、拘束された（半径方向または軸方向のいずれかに伸張された）構成で
送達され、その後、拘束から開放され、その結果、本体が標的部位においてフランジを有
する構成をとる。
【００１２】
　しかしながら、代替的な実施形態において、織物フィラメント編組は、細長い管状構成
に熱設定され、軸方向に圧縮力を加えることによって短縮されたフランジを有する構成に
シフトされる。このような軸方向の圧縮は、フランジを、短縮し、半径方向に拡張する。
フランジは、スリーブ、チューブ、ロッド、フィラメント、テザーなどを提供することに
よって、選択的に形成され得、これらは、円筒形サドル領域を拡張されていないか、より
低い程度に拡張されている状態にしながら、フランジを作るためにチューブに力を加える
。オプションで、本体は弱くされた領域、強化された領域、または他のように修正され、
軸方向の短縮を引き起こすために力が加えられるとき、所望のフランジ幾何学形状が形成
される。
【００１３】
　組織アンカは、送達デバイス（典型的には内視鏡送達カテーテル）によって送達され、
送達デバイスは、通常、１ｍｍ～８ｍｍ（通常は２ｍｍ～５ｍｍ）の小さい直径を有する
。したがって、アンカ本体の細長い管状構成は、通常０．８ｍｍ～７．５ｍｍ、より通常
には０．８ｍｍ～４．５ｍｍのカテーテルの直径よりも小さい直径を有し、この場合、二
重壁フランジ構造は、有意に（通常３ｍｍ～７０ｍｍ、より通常には５ｍｍ～４０ｍｍの
範囲に）拡張される。アンカの円筒形サドル領域は、しばしば、展開中増大しないが、オ
プションで、直径が２ｍｍ～５０ｍｍ（より通常には５ｍｍ～２０ｍｍ）に増大する。存
在する場合、展開された組織アンカを通る管腔または通路は、種々の直径（典型的には０
．２ｍｍ程度から４０ｍｍ程度、より通常には１ｍｍ～２０ｍｍ）を有し、典型的には、
円筒形サドル領域よりもわずかに小さい直径を有する。本体の長さは、また、有意に変化
し得る。典型的には、細長い管状構成において、本体は、７ｍｍ～１００ｍｍまでの範囲
（通常は１２ｍｍ～７０ｍｍ）の長さを有する。展開されるとき、本体は、典型的には少



(6) JP 2018-57945 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

なくとも２０％、より典型的には少なくとも４０％、しばしば７０％以上だけ短縮される
。したがって、短縮された長さは、２ｍｍ～８０ｍｍ、通常は２．５ｍｍ～６０ｍｍ、よ
り通常には３ｍｍ～４０ｍｍの範囲にある。
【００１４】
　組織アンカの本体は、他のカバーリングまたは層を有しない織物フィラメント編組で構
成され得る。しかしながら、他の例において、組織アンカは、本体の少なくとも一部の上
に形成された膜または他のカバーリングをさらに含み得る。しばしば、膜は、組織内部成
長を防ぐかまたは抑制し、デバイスが移植されて数週間、数か月またはそれ以上経った後
に、取り外されることを可能にするように意図される。適切な膜材料は、ポリテトラフル
オロエチレン（ＰＴＦＥ）、延伸ＰＴＦＥ（ｅＰＴＦＥ）、シリコーン、ポリプロピレン
、ウレタンポリエーテルブロックアミド（ＰＥＢＡ）、ポリエチレンテレフタラート（Ｐ
ＥＴ）、ポリエチレン、Ｃ－Ｆｌｅｘ（登録商標）熱可塑性エラストマー、Ｋｒａｔｏｒ
（登録商標）ＳＥＢＳおよびＳＢＳポリマーなどを含む。
【００１５】
　このような膜は、アンカ本体の全体の部分またはアンカ本体の一部分のみの上に形成さ
れ得、本体の外部または内部の上に形成され得、典型的にエラストマー性であり、その結
果、膜は細長い構成および短縮された構成の両方で適合する。オプションで、膜は、中央
サドル領域のみの上に形成され得、この場合、中心サドル領域が半径方向に拡張しない場
合にはエラストマー性である必要はない。
【００１６】
　二重壁フランジ構造の強度は、管状アンカ本体を形成するために使用される個別のワイ
ヤの数、サイズ、剛性、および織りパターンに依存する。例えば、多くの数（例えば、４
８）であるが小さいワイヤ直径（例えば、０．００６インチ）のニチノールワイヤによる
設計は、柔軟性が残っているサドル領域と、比較的堅い二重壁フランジとを有する編組構
成を形成する。より少ない数（例えば、１６）でより大きいワイヤ直径（例えば、０．０
１６インチ）のワイヤの使用は、比較的硬いサドル領域と比較的剛体の柔軟性のないフラ
ンジとを有する編組構成を形成する。通常はより柔軟性のある設計が望ましい。特に、二
重壁フランジ構造が、１ｇ／ｍｍ～１００ｇ／ｍｍ、好適には、４ｇ／ｍｍ～４０ｇ／ｍ
ｍの範囲で所定の曲げ剛性を有することが好ましい。同様に、中心サドル領域が、１ｇ／
ｍｍ～１００ｇ／ｍｍ、好適には、１０ｇ／ｍｍ～１００ｇ／ｍｍの範囲で所定の曲げ剛
性を有することが好ましい。
【００１７】
　フランジの曲げ剛性は、以下の試験で決定され得る。遠位フランジは固定具に固定され
る。フランジの外径が、Ｃｈａｔｉｌｌｏｎ力ゲージに取り付けられたフックを用いて組
織アンカの軸に平行な方向に引っ張られる。アンカのサドルは、固定具の穴に保持され、
力（グラム）および反り（ｍｍ）が測定され、記録される。フランジの曲げ剛性は、以下
の試験で決定され得る。遠位フランジは固定具に固定される。フランジの外径が、Ｃｈａ
ｔｉｌｌｏｎ力ゲージに取り付けられたフックを用いて組織アンカの軸に垂直な方向に引
っ張られる。アンカのサドルは、固定具の穴に保持され、力（グラム）および反り（ｍｍ
）が測定され、記録される。
【００１８】
　自己拡張アンカ本体を形状記憶合金から形成することが通常好ましいが、他の設計は、
本体の端部を共に接合する弾性テザーを使用し得る。したがって、本体は小さい弾性を有
し得、ここでは、端部を軸方向に圧縮する力は弾性テザーに由来する。このような設計は
、ポリマー材料または他の低弾性材料がアンカの本体に使用される場合に特に適し得る。
【００１９】
　なお他の実施形態において、組織アンカは、本体を短縮された構成に維持するロックを
備え得る。例えば、ロックは、本体が短縮されたときに両方の端部をラッチする本体内の
ロッドまたはシリンダを備え得る。代替的に、ロックは、１つ、２つまたはそれ以上の軸
方向部材を備え得、これらは本体が短縮されたとき、アンカ本体の管腔上をクランプする
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。
【００２０】
　なおさらなるオプションとして、組織アンカは円筒形サドル領域の一部分上に形成され
たスリーブを備え得る。スリーブは、中心サドル領域を維持することと、フランジの内部
拡張を制限することとを行い、アンカ本体が軸方向に短縮されるときフランジの形成を助
ける。
【００２１】
　なお他の実施形態において、組織アンカの本体は、本体の端部に軸方向の圧縮を加える
（すなわち、自己拡張ではなく、端部を互いに引っ張る）ことによって拡張される。通常
、このような実施形態における本体は、軸方向の圧縮を受けていない場合には、その細長
い構成をとるように事前成形または事前形成されている。軸方向に圧縮する力を加えるこ
とによってのみ、フランジが端部において形成される。力は種々の方法で加えられ得る。
もっとも一般的には、少なくとも１つの軸方向部材は、本体の１つの端部に取り付けられ
、ここで、軸方向部材は本体を短縮するように引かれ得る。軸方向部材は、複数のテザー
を含み得る。特定の例において、テザーは、フランジ領域内の本体の管腔内に位置するサ
ドル領域において、本体の外部上に位置する。代替的に、軸方向部材は、本体の管腔内に
配置されたロッドまたはシリンダを備え得る。特に、シリンダは、本体の１つの端部に取
り付けられ得、フランジを展開するためにもう１つの端部に向かって引かれ得る。本体が
完全に展開されるとき、シリンダは、本体のもう１つの端部に取り付けられ得、その結果
、本体を通して開放性管腔を提供する。軸方向の圧縮を本体に加えることによってフラン
ジが展開されるこれらの実施形態において、短縮された構成に本体を保持するためにロッ
クを提供することが通常必要である。種々の特定のロック構造が本明細書において以下に
記載される。
【００２２】
　本発明の別の局面において、組織アンカを送達するシステムが提供される。自己拡張組
織アンカは、組織アンカ本体をカバーするシースを含む送達カテーテル、またはアンカ本
体の中心管腔を通って延びるマンドレルを用いて送達され得、本体をその細長い管状構成
に保持する。次いで、シースを引き出すか、または組織アンカをシースに対して前進させ
ることによって、アンカの本体は、拘束から開放され、フランジが半径方向に拡張するこ
とを可能にする。展開のために軸方向に力を加えることを要求する組織アンカと共に使用
するために、送達カテーテルは、アクチュエータを備え、このアクチュエータは、組織ア
ンカを解放可能に保持し、フランジを拡張し、アンカを展開するために軸方向部材を係合
し、引っ張る（軸方向に引っ張りを加える）機構を含む。
【００２３】
　本発明のなお他の局面において、組織を接近させる方法は、２つ以上の隣接する組織層
に整列した貫通を形成することを含む。組織アンカは、次いで、貫通を通って前進し、こ
の場合、組織アンカは織物フィラメント編組から形成された本体を備えている。本体は、
前進しているとき細長い管状構成であり、その後短縮されて、本体の近位端部と遠位端部
とに、それぞれ、隣接する組織層の向かい合う側に二重壁フランジ構造を変形させる。円
筒形サドル領域は、展開されたフランジの間で、アンカ本体上に残っており、この場合、
フランジは、接近させる力を提供するように、組織層に対して押下されることが可能であ
る。典型的には、本体は、有意な組織損傷または壊死を引き起こすことなしに、組織を一
緒に保持するために十分な圧力を組織に加えるように選択された程度まで短縮される。通
常、加えられる圧力は、０．００５ｇ／ｍｍ２から５ｇ／ｍｍ２の範囲、通常は０．２ｇ
／ｍｍ２から１ｇ／ｍｍ２の範囲である。
【００２４】
　本発明の方法は、広範囲の隣接する組織層を一緒に保持するために有用であり、この場
合、組織は、典型的には、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、胆管、膵管、胆嚢、膵臓、
膵仮性嚢胞、肝臓、横隔膜および下腿筋ならびに隣接組織からなる群より選択される。ア
ンカは、典型的には、カテーテルを、体腔内の組織壁上の標的位置近くに位置決定するこ
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とによって形成され、前進する。貫通要素が、次いで、カテーテルから前進して、貫通を
形成し、カテーテルは、貫通を通って前進し、短縮の前にカテーテルを通して組織アンカ
を位置決定する。短縮は、上述されたアプローチのいずれかを含み得る。すなわち、短縮
は、フランジが自己拡張するように、細長い管状本体を拘束から解放することを含み得る
。代替的に、短縮は、端部を接近するように引くために、アンカ本体に軸方向の引っ張り
を加えることを含み得、結果として、フランジを半径方向外側に展開する。
　本発明は、例えば、以下も提供する。
（項目１）
　織物フィラメント編組で形成された本体を備えている組織アンカであって、該本体は、
細長い管状構成と、短縮された構成とを有し、該短縮された構成において、該本体の近位
端部と遠位端部とが、二重壁フランジ構成に拡張され、該二重壁フランジ構成の間に円筒
形のサドル領域が存在する、組織アンカ。
（項目２）
　前記管状本体は、前記細長い管状構成内の中心軸に沿った開放性通路を規定する、項目
１に記載の組織アンカ。
（項目３）
　前記管状本体は、前記細長い管状構成内の中心軸に沿って閉鎖されている、項目１に記
載の組織アンカ。
（項目４）
　前記本体の少なくとも一部分の上に膜をさらに備えている、項目１に記載の組織アンカ
。
（項目５）
　シースが前記細長い構成と前記短縮された構成の両方とにおいて、前記本体に適合する
エラストマー膜を備えている、項目４に記載の組織アンカ。
（項目６）
　前記二重壁フランジ構造は、１ｇ／ｍｍ～１００ｇ／ｍｍの範囲の所定の曲げ剛性を有
する、項目１に記載の組織アンカ。
（項目７）
　前記細長い管状本体は、７ｍｍ～１００ｍｍの範囲の直径を有する、項目１に記載の組
織アンカ。
（項目８）
　前記二重壁フランジ構造は、３ｍｍ～７０ｍｍの範囲の直径を有し、前記サドル領域は
、前記短縮された構成において１ｍｍ～４０ｍｍの範囲の直径を有する、項目７に記載の
組織アンカ。
（項目９）
　前記本体上の前記フランジは、該本体が拘束から解放されるとき、自己拡張する、項目
１に記載の組織アンカ。
（項目１０）
　前記フランジは、事前形成された本体構成に拡張する、項目９に記載の組織アンカ。
（項目１１）
　前記本体の前記複数の端部を接合する弾性テザーをさらに備え、該弾性テザーは、該本
体を短縮し、前記フランジを拡張する軸方向の引っ張りを加える、項目９に記載の組織ア
ンカ。
（項目１２）
　前記本体を前記短縮された構成に維持するロックをさらに備えている、項目９に記載の
組織アンカ。
（項目１３）
　前記ロックは、前記本体内にロッドまたはシリンダを備えており、該ロッドまたはシリ
ンダは、該本体が短縮されているとき、該本体の両方の端部をラッチする、項目１２に記
載の組織アンカ。
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（項目１４）
　前記円筒形サドル領域の上部に配置されたスリーブをさらに備えている、項目９に記載
の組織アンカ。
（項目１５）
　前記本体上の前記フランジは、該本体の前記複数の端部に軸方向の引っ張りを加えるこ
とによって拡張される、項目１に記載の組織アンカ。
（項目１６）
　前記本体の一端部に取り付けられた少なくとも１つの軸方向部材をさらに備え、該軸方
向部材は、該本体を短縮するように引かれることが可能である、項目１５に記載の組織ア
ンカ。
（項目１７）
　前記軸方向部材は、複数のテザーを含む、項目１６に記載の組織アンカ。
（項目１８）
　前記テザーは、前記本体の前記サドル領域の上部と、該本体の前記フランジ領域の前記
管腔内とに位置する、項目１７に記載の組織アンカ。
（項目１９）
　前記軸方向部材は、前記本体の管腔内にロッドまたはシリンダを備えている、項目１６
に記載の組織アンカ。
（項目２０）
　前記軸方向部材は、前記短縮された構成において前記本体をロックする、項目１６に記
載の組織アンカ。
（項目２１）
　組織アンカを送達するシステムであって、該システムは、
　項目９に記載の組織アンカと、
　シースを備えている送達カテーテルであって、該シースは、該組織アンカの本体を該組
織アンカの細長い管状構成にし、該本体を解放し、前記フランジが容易に拡張することを
可能にするように該アンカに対して後退させられる、送達カテーテルと
　を備えている、システム。
（項目２２）
　組織アンカを送達するシステムであって、該システムは、
　項目１６に記載の組織アンカと、
　組織アンカを解放可能に保持するアクチュエータを備えている送達カテーテルであって
、該送達カテーテルは、前記フランジを拡張し、該アンカを展開するように前記軸方向部
材を係合し、引くためのアクチュエータを含む、送達カテーテルと
　を備えている、システム。
（項目２３）
　組織を接近させる方法であって、該方法は、
　２つの隣接する層に整列した貫通を形成することと、
　該整列した貫通を通して、織物フィラメント編組で形成された本体を備えている組織ア
ンカを前進させることであって、該本体は、前進している間、細長い管状構成である、こ
とと、
　該本体の遠位端部と近位端部とを、それぞれ二重壁フランジ構造に変形させて、該遠位
端部と該近位端部との間に円筒形のサドル領域を残すように該本体を短縮することであっ
て、該フランジ構造は、該貫通内に配置された該サドル領域を伴う該組織層を押し付ける
、ことと
　を包含する、方法。
（項目２４）
　前記本体は、有意な組織壊死または癒着を引き起こすことなしに、前記組織を一緒に保
持するように、該組織に十分な圧力を加えるように短縮される、項目２３に記載の方法。
（項目２５）
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　前記加えられる圧力は、０．０２５ｐｓｉ～２．５ｐｓｉの範囲にある、項目２４に記
載の方法。
（項目２６）
　前記隣接する層は、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、胆管、膵管、胆嚢、膵臓、膵仮
性嚢胞、肝臓、横隔膜、および下腿（ｃｕｒｓ）の組織から選択される、項目２３に記載
の方法。
（項目２７）
　前記形成することと前記前進させることとは、
　体腔内の組織壁上の標的位置近くにカテーテルを配置することと、
　該貫通を形成するように、該カテーテルから貫通要素を前進させることと、
　前記短縮することの前に、該カテーテルを通して前記組織アンカを配置するように該貫
通を通して該カテーテルを前進させることと
　を包含する、項目２３に記載の方法。
（項目２８）
　前記短縮することは、前記フランジが自己拡張するように、拘束から前記細長い管状本
体を解放することを包含する、項目２３に記載の方法。
（項目２９）
　前記短縮することは、前記複数の端部をより近くに引くために前記本体に軸方向の引っ
張りを加えることを包含する、項目２３に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の原理にしたがって構成された第１の例示的な組織アンカを示す
。
【図１Ａ】図１Ａ～図１Ｃは、組織アンカの一端における二重壁アンカ構造の形成を示す
。
【図１Ｂ】図１Ａ～図１Ｃは、組織アンカの一端における二重壁アンカ構造の形成を示す
。
【図１Ｃ】図１Ａ～図１Ｃは、組織アンカの一端における二重壁アンカ構造の形成を示す
。
【図２Ａ】図２Ａ～図２Ｃは、図１の線２－２に沿ってとられた代替的な図１の組織アン
カの端部構成を示す。
【図２Ｂ】図２Ａ～図２Ｃは、図１の線２－２に沿ってとられた代替的な図１の組織アン
カの端部構成を示す。
【図２Ｃ】図２Ａ～図２Ｃは、図１の線２－２に沿ってとられた代替的な図１の組織アン
カの端部構成を示す。
【図３Ａ】図３Ａ～図３Ｆは、図１の例示的な組織アンカに対する代替的な展開および修
正を示す。
【図３Ｂ】図３Ａ～図３Ｆは、図１の例示的な組織アンカに対する代替的な展開および修
正を示す。
【図３Ｃ】図３Ａ～図３Ｆは、図１の例示的な組織アンカに対する代替的な展開および修
正を示す。
【図３Ｄ】図３Ａ～図３Ｆは、図１の例示的な組織アンカに対する代替的な展開および修
正を示す。
【図３Ｅ】図３Ａ～図３Ｆは、図１の例示的な組織アンカに対する代替的な展開および修
正を示す。
【図３Ｆ】図３Ａ～図３Ｆは、図１の例示的な組織アンカに対する代替的な展開および修
正を示す。
【図４Ａ】図４Ａおよび図４Ｂは、展開のための弾性テザーを使用する組織アンカを示す
。
【図４Ｂ】図４Ａおよび図４Ｂは、展開のための弾性テザーを使用する組織アンカを示す
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。
【図５Ａ】図５Ａおよび図５Ｂは、ラッチ要素を有する組織アンカを示す。
【図５Ｂ】図５Ａおよび図５Ｂは、ラッチ要素を有する組織アンカを示す。
【図６Ａ】図６Ａおよび図６Ｂは、短縮および展開のための軸方向の力を加えるためのテ
ザーを有する組織アンカを示す。
【図６Ｂ】図６Ａおよび図６Ｂは、短縮および展開のための軸方向の力を加えるためのテ
ザーを有する組織アンカを示す。
【図７Ａ】図７Ａおよび図７Ｂは、軸方向に圧縮力を加え、アンカをその展開された構成
でラッチするための内部シリンダを有する組織アンカを示す。
【図７Ｂ】図７Ａおよび図７Ｂは、軸方向に圧縮力を加え、アンカをその展開された構成
でラッチするための内部シリンダを有する組織アンカを示す。
【図８Ａ】図８Ａおよび図８Ｂは、短縮および放射方向拡張を実行するためにテザーを有
する別のステント設計を示す。
【図８Ｂ】図８Ａおよび図８Ｂは、短縮および放射方向拡張を実行するためにテザーを有
する別のステント設計を示す。
【図９】図９は、本発明にしたがう、一方向フローバルブを有するステントを示す。
【図１０】図１０は、胆嚢および十二指腸の断面を含む患者の解剖学的構造を示す。
【図１１】図１１は、本発明の原理にしたがう、腸および胆嚢を貫通する例示的なシステ
ムを示す。
【図１２Ａ】図１２Ａ～図１２Ｇは、本発明の原理にしたがう、胆嚢と腸との間に流路を
確立するための本発明の方法を示す。
【図１２Ｂ】図１２Ａ～図１２Ｇは、本発明の原理にしたがう、胆嚢と腸との間に流路を
確立するための本発明の方法を示す。
【図１２Ｃ】図１２Ａ～図１２Ｇは、本発明の原理にしたがう、胆嚢と腸との間に流路を
確立するための本発明の方法を示す。
【図１２Ｄ】図１２Ａ～図１２Ｇは、本発明の原理にしたがう、胆嚢と腸との間に流路を
確立するための本発明の方法を示す。
【図１２Ｅ】図１２Ａ～図１２Ｇは、本発明の原理にしたがう、胆嚢と腸との間に流路を
確立するための本発明の方法を示す。
【図１２Ｆ】図１２Ａ～図１２Ｇは、本発明の原理にしたがう、胆嚢と腸との間に流路を
確立するための本発明の方法を示す。
【図１２Ｇ】図１２Ａ～図１２Ｇは、本発明の原理にしたがう、胆嚢と腸との間に流路を
確立するための本発明の方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　（発明の詳細な説明）
　図１に示されるように、本発明の原理にしたがって構築される組織アンカ１０は、本体
１２を備え、本体１２はその各端部にキャップ１４を有する。本体１２は、織物フィラメ
ント編組を備え、その細長い管状構成において示されている。この特定の実施形態におい
て、本体１２は、超弾性材料（典型的にはニチノールまたはｅｌｉｇｉｌｏｙ）から形成
され得，熱設定され、その結果、放射方向の拘束力または軸方向の伸張力がない場合に、
本体は、各端部において形成された二重壁フランジを有するその記憶構成に戻る。複数の
フランジ１６のうちの１つが図１に破線で示され、一方、図３Ａ～図３Ｆは、フランジ１
６の様々な構成を示す。
【００２７】
　ここで、図１Ａ～図１Ｃを参照すると、二重壁フランジ構造１６は、軸方向に短縮され
ている管状本体の端部１２として形成する。最初に、管状本体１２の端部は、図１Ａに示
される管状構成に維持される。管状構成の維持は、様々な方法（例えば、外部管状シース
または他の拘束（図示せず））で、マンドレルまたは他の細長い構造を用いることによっ
て達成され、マンドレルまたは他の細長い構造は、管状構成などを維持するために、本体
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の管腔または通路１８を通って前進し、端部を係合し、そして／または管腔全体を占有す
る。いったん拘束が取り除かれると、二重壁フランジ構造の事前に形成された形状または
記憶形状が、図１Ｂに示されるように、形成を始める。管状構造１２の端部は、図１Ｂに
おいて矢印で示されるように管状構造の中心に向かって動き、事前に形成されたリッジ１
７が現れ、結局、図１Ｃに示されるような二重壁フランジ構造１６に折り畳まれる。上記
の記載は、管状本体１２がその記憶の一部として二重壁フランジ構造１６を有するように
事前形成されている実施形態に関するが、幾何学形状における全体的な変化は、フランジ
を展開するために軸方向に圧縮する力が加えられなければならないアンカに対しても同様
に真である。このような場合には、管状本体は、事前形成されたスコーリングまたは他の
弱化された領域を有し得、この領域は、織物編組が図１Ａ～図１Ｃに示される態様で屈曲
することが外周上で可能である。
【００２８】
　端部キャップ１４は、端部が拡張することを防ぐように、アンカ本体１２を拘束するこ
とが所望される場合に提供される。いくつかの例において、エンドキャップ１４は、図２
Ａに示されるような中実の面を有し、ここで、この面は、内部管腔または通路１８を閉鎖
し、内部管腔または通路１８を通って体液が流れることを防ぐか、または抑制する。代替
的に、端部キャップ１４ａは、端部キャップ１４ａを通る通路２０を有して形成され得、
管腔１８を通る体液の流れを可能にする（図２Ｂ）。図２Ｃに示されるように、なおさら
なる実施形態において、組織アンカ１０は、いかなる端部キャップも含まないことがあり
得、端部が特定の実施形態に拡張することを可能にする。
【００２９】
　ここで、図３Ａ～図３Ｆを参照すると、組織アンカ１０に対する様々な展開構成記載さ
れる（ここでは組織アンカ１０は、示される各々の展開において同一の細長い開始長さを
有することが想定される）。図３Ａにおいて、フランジ１６は、放射方向に拡張するが、
中心サドル領域２２は拡張しない。図３Ｂにおいて、中心サドル領域２２は、十分には拡
張しないが、図３Ａの実施形態の展開された長さよりも幾分大きい展開された長さを有し
、わずかに小さい直径を有するフランジ１６をもたらす。図３Ｂは、また、組織アンカ１
０の外部全体にわたるカバーリングまたは膜２４を示し、結果として、アンカが移植され
るとき、組織の内部成長および／または流体の流出を抑制する。図３Ｃにおいて、組織ア
ンカ１０は、開放性端部キャップ１４ａを含み、この開放性端部キャップ１４ａを通る開
放性管腔１８を提供する。図３Ｄにおいて、十分に拡張した直径を有する中心サドル領域
２２を有する組織アンカ１０が示される。図３Ｅにおいて、開放性端部２６を有する（す
なわち、図３Ｃに示されるような端部キャップがない）組織アンカ１０が示される。通路
２６は、展開されていない構成における管状本体２２とほぼ同一の直径を有するように示
されている。対照的に、図３Ｆにおいて、開放性端部２８は、アンカ本体の展開されてい
ない直径よりも十分に大きい直径を有して示されている。同様に、図３Ｆの中心サドル領
域２２は、また、展開されていない組織アンカの直径よりも十分に大きい。本発明の組織
アンカが、異なる長さ、サドル領域直径、フランジ直径、開放性管腔、閉鎖性管腔、膜で
カバーされた表面、部分的に膜でカバーされた表面などを有する広範囲の構成を有し得る
ことが認識される。
【００３０】
　ここで、図４Ａおよび図４Ｂを参照すると、代替的な構成を有する組織アンカ３０が示
される。組織アンカ３０の本体３２は、事前形成されず、軸方向の短縮の結果として拡大
されたフランジを形成する。例えば、弾性テザー３４が提供され、図４Ｂに示されるよう
に、端部を短縮し、二重壁フランジ３６を形成するために軸方向に圧縮力を加える。結果
生じる形状は、その領域が軸方向に短縮し、そして／または放射方向に拡張することを防
ぐために、中心サドル領域３８にわたって補強を提供することによって制御され得る。代
替的に、中心サドル領域３８は、変形を防ぐために一緒に溶融され得る。図４Ａおよび図
４Ｂのデバイスにおいて、組織アンカは、外部が半径方向に拘束されるか、または端部が
軸方向に伸張されながら、組織経路（ｔｒａｃｔ）を通って展開され得る。半径方向の拘



(13) JP 2018-57945 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

束または軸方向の引っ張りから解放されるとき、弾性テザーは、端部を短縮し、二重壁フ
ランジを形成し、二重壁フランジにおいては、サドルサイズ（フランジ直径、サドル長、
サドル直径）が正確に解剖学的構造に適合する。したがって、幾何学形状は「自己調節す
る」。中心サドル領域にわたる強化は、必ずしも必要ではないが、他の目的のために必要
に応じて利用され得る。
【００３１】
　ここで、図５Ａおよび図５Ｂを参照すると、組織アンカ４０は、管状本体４２を備え、
管状本体４２は、細長い管状構成（図５Ａに示される）と、図５Ｂに示されている二重壁
フランジ４４を有する軸方向に短縮された構成の両方とを有する。管状本体４２は、自己
拡張タイプであり得るか、または代替的に本体を図５Ｂの構成に短縮するために軸方向の
圧縮力を必要とし得るかのいずれかである。いずれの場合でも、組織アンカ４０は、軸方
向のバー４６を含むロッキング構造を提供され、このロッキング構造は、図５Ｂに示され
るような展開された組織アンカ４０の端部上をロックする。
【００３２】
　ここで、図６Ａ～図６Ｂを参照すると、組織アンカ５０は、アンカ本体５２を備え、ア
ンカ本体５２は、図６Ｂに示されるような二重壁フランジ５４を形成するように本体を短
縮するために軸方向の圧縮力を必要とする。軸方向に圧縮する力は、複数のテザー５６に
よって提供され、複数のテザー５６は、フランジ領域を通って、本体５２の管腔または中
心通路５８を通って延び、次いで、本体の内部に戻るように通る前に、中心サドル領域６
０上で外側に延びる。次いで、本体５２に対してテザー５６を引っ張ることによって、フ
ランジ領域は、図６Ｂに示されるように、半径方向に拡張するように軸方向に圧縮される
一方で、中心サドル領域６０は、編組構成、デバイスが通過する管腔のサイズおよび適合
性、ならびにテザーに加えられる力に依存する程度まで半径方向に拡張する。フランジが
展開された後、テザーは、典型的にはロッキングデバイス６４（例えば、外科用綿綿撒糸
をクリンプすること、一方向スライドまたは他のラチェッティングロックデバイスの使用
、あるいはその位置を固定するために摩擦に依存するスリップノットまたはスライド要素
の使用など）によって適切な位置にロックされ得る。
【００３３】
　図７Ａおよび図７Ｂに示されるような組織アンカ７０は、管腔または中心通路７６の一
端にロッキングシリンダ７４を有するアンカ本体７２を備えている。アンカ本体７２は、
ロッキングシリンダ７４の自由端部において引き寄せることと、シリンダのロッキング端
部７８が展開されるフランジ８０の遠い方の端部を係合するまで、矢印の方向にシリンダ
を引っ張ることとによって、軸方向に短縮され得る。シリンダ７４は、アンカ本体７２を
短縮させる要素として作用するだけでなく、アンカ本体を開放した状態に維持するロック
として作用し、管腔が、流体の流れを可能にするかまたは他のアクセスを提供するための
滑らかな円筒形表面を提供する。都合良く、シリンダ７４のロッキング端部７８は、ノッ
チまたは他のアパーチャを提供され得、その端部が、管腔７６内では折り畳まれ、ロッキ
ング端部７８がロックするフランジ８０を越えて引っ張られた場合には開口を戻すことを
可能にする。
【００３４】
　ここで、図８Ａおよび図８Ｂを参照すると、例示的な組織アンカまたはステント１５０
は、逆向きに巻かれた編組ステント本体を備え、この編組ステント本体は、典型的には、
ポリマー（例えば、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロンまたはＰＥＥＫ）、金属（
例えば、ステンレス鋼、ニチノールまたはｅｌｉｇｉｌｏｙ）、生体分解性材料（例えば
、ポリグリコール酸、乳酸、カプロラクトン、ポリジオキサノン、ネコの腸、またはウシ
の腸）、天然繊維（例えば、絹または綿）、あるいは、上記の材料の任意の混合物、複合
材料または共構築物（ｃｏ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）から形成され得る。ステントの
遠隔端部１６８に接続されるテザー１６６が提供され、テザー１６６は、十二指腸または
他の発生する体腔から離れる方向に引かれるとき、前述したようにフランジ１５４を生成
するためにステントを短縮させる。近位方向にテザー１６６を引くことは、展開されたス
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テント１５０の中心管腔１７２を開放して、維持し、解剖学的管腔（例えば、胆嚢（ＧＢ
）および腸）の間の流れを可能にする管腔のコンジットを提供する。低減された直径の中
心領域１７０は、複数のフラン１５４の間に位置する。中心領域１７０の幅は、オプショ
ンで、制限要素（例えば、半径方向の拡張を防ぐシリンダまたは支柱１７２）を配置する
ことによって制御され得る。したがって、ステント１５０は、管腔壁の厚さを自動的に調
節する。組織の幾何学形状、特に、アンカの配置前または配置後の経路の拡大が、中心領
域の拡張を制限し、サドル領域の長さを決定するバリアを提供するので、制限は必ずしも
必要でない。
【００３５】
　別の実施形態（図示せず）において、ステント１５０は、伸張可能な材料によって中心
で接続された近位端部と遠位端部とを有し得、展開されたステントが、向かい合う管腔壁
の並置を容易にし、圧力壊死を最小化することを可能にする。
【００３６】
　ここで、図９を参照すると、いくつかの例において、一方向流れ要素１８０（例えば、
平弁）を、ステント１５０内部に提供することが望ましい。ステントを適切に方向付ける
ことによって、次いで、一方向流れ制御要素は、実質的に胃から胆嚢へ戻る還流を抑制ま
たはブロックしながら、胆嚢から腸内へのドレナージを可能にする。さらに、流れ制御要
素１８０は、拡張されたときステントの中心領域１７０を規定する制限として役立ち得る
。代替的なバルブ設計は、短縮されたアンカの内部または近位端に配置されるソックバル
ブ（ｓｏｃｋ　ｖａｌｖｅ）、「ダックビル」バルブ、フラッパバルブ、バネ負荷された
ボールバルブ、または他のバネ負荷された要素（例えば、テーパ加工されたピンまたはプ
ラグ）を含む。
【００３７】
　胆嚢から排液する本発明の組織アンカの使用がここで記載される。患者の胆管系（図１
０）は、胆嚢ＧＢを含み、胆嚢ＧＢは、総胆管ＣＢＤに供給を行う胆嚢管ＣＤに接続され
る。総胆管は、次いで、十二指腸下行部ＤＤに胆汁の供給を行う。本発明は、胆嚢ＧＢと
、十二指腸下行部ＤＤとの間の付着を特に参照して説明しているが、この原理は、種々の
他の管腔構造（食道、下腿、底部、胆管、腸などを含む）に適用される。
【００３８】
　ここで、図１１を参照すると、複数の管腔壁を接続し、複数の管腔壁間に流路を確立す
るようにステントを配置するシステムが示される。このシステム１００は、胆嚢の壁と腸
壁（例えば、十二指腸壁または胃壁）を接続するために特に有用であるが、このシステム
は、他の解剖学的接続（例えば、総胆管、胆嚢管および／または膵管を含むがこれらに限
定されない胆管と、胃、腸または胃腸管の任意の部分との間など）を確立する際の他の使
用法を見出し得ることを認識する。システム１００は、また、膵仮性嚢胞を含むがこれに
限定されない任意の流体収集部、腹水、胸水および任意のアクセス可能な位置に置ける膿
瘍を含むがこれらに限定されない腹部流体収集部などへの接続を生成するために使用され
得る。システム１００は、また、膀胱と胃腸管の任意の部分との間に接続を生成するため
に有用である。
【００３９】
　本発明の管腔壁接続システムは、カテーテル１１２を備え、カテーテル１１２は、遠位
端部１１６と近位端部１１８とを含むカテーテル本体１１４を含む。カテーテル本体１１
４は、カテーテル本体１１４を通って延びる管腔を有し、ここで、管腔の遠位部分１２０
は、図１１において見ることができる。膨張可能なバルーン１２２がカテーテル本体１１
４の遠位端部に据え付けられ、膨張管腔（図示せず）は、カテーテル本体の壁内に提供さ
れ、カテーテル本体１１４の近位端部近くで膨張ポート１２４に接続される。
【００４０】
　尖った遠位先端１２８を有する針１２６は、カテーテル本体１１４の管腔内に受容され
、スライド可能に受容され、その結果、図１１に示されるように、選択的に、遠位部分１
２０から前進させられ得るか、そして／または遠位部分１２０に後退させられ得る。ハン
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ドルまたはグリップ１３０が、操作を容易にするために、針１２６の近位端部に提供され
る。
【００４１】
　外側管状部材１３６は、カテーテル本体１１４上で同軸的に受容され、遠位部分１４０
を有する遠位端部１３８を含み、遠位部分１４０を通ってカテーテル本体１１４が突出す
る。外側管状本体１３６の近位端部１４２は、ハンドル１４４に接続されている。カテー
テル本体１１４は、ハンドルを通って延び、バルーン１２２のカテーテルが、外側管１３
６および針１２６の両方に対して、選択的に延長されること、および後退されることを可
能にする。
【００４２】
　拡張可能な組織アンカ／ステント１５０は、外側管状本体１３６の遠位端部１３８の近
くで保持される。このステントは、オプションで、（バルーン拡張、自己拡張（ここでは
ステントが拘束から解放される）、ニチノールなどの感熱性合金の熱誘導型拡張などを含
むが）種々の方法で拡張される。本発明の好ましい実施形態において、ステント１５０は
、半径方向の拡張を誘導するように短縮され得るポリマー編組を備えている。この特定の
設計は、図８Ａおよび図８Ｂを参照して上記で詳細に記載された。ハンドル１４４は、以
下に記載されるように、典型的には、ステントに付着されたテザーを引っ張ることによっ
てステント１５０の拡張をもたらすサムスライド１５２を含む。種々の他の拡張機構は、
例えば、ステントの遠位部分が拘束されたままである間に、ロッドまたは他のプッシング
要素を用いて、ステントの近位端部を押すことによって用いられ得る。
【００４３】
　ここで、図１２Ａ～図１２Ｅを参照して、胆嚢壁ＧＢＷを腸壁ＩＷに付着させるステン
ト１５０の展開が記載される。最初に、内視鏡Ｅが、通常、経口的に導入され、その結果
、内視鏡は腸内にあり、図１２Ａに示されるように解剖学的接続のための標的部位を位置
特定するために胆嚢を画像化し得る。内視鏡は、通常、光源ＬＳと、光ファイバ画像化ケ
ーブル、またはいくつかの場合には、ＣＣＤまたは他の小型カメラ、あるいは超音波トラ
ンスデューサとを含む。内視鏡は、また、図１２Ａに破線で示されるような従来の作業チ
ャネルを含む。
【００４４】
　ここで、図１２Ｂを参照すると、管腔壁接続システム１００は、作業チャネルＷＣを通
って導入され、その結果、カテーテル１１４の遠位端部１１６は、壁ＧＢＷとＩＷとに隣
接するようにされる。針１２６は、次いで、壁を通して前進し、最初の貫通を形成する。
【００４５】
　膨張していないバルーン１２２は、図１２Ｃに示されるように、通常は、針１２６の上
を介して、貫通に前進させられる。バルーンは、次いで、膨張し（典型的には、標準的な
ホットドッグパターン、トップハットパターンまたはドッグボーンパターンを想定してい
る）、ここでトップハットは、近位端部および遠位端部が中心領域および遠位領域よりも
広い（例えば、より大きな直径を有する）遠位端部を有する。トップハットバルーンの近
位方向への移動は、ＧＢＷおよびＩＷ壁を一緒に引っ張る。貫通Ｐは、結果として、ステ
ント１５０の配置の前に拡張される。
【００４６】
　図１２Ｄを参照すると、バルーン１２２を使用することの代替案として、貫通Ｐは、テ
ーパ加工された拡張器１６０を用いて拡張され得、この拡張器１６０は、内視鏡を介して
針のすぐ上を前進させられ得る。オプションで、テーパ加工された拡張器は、外部管状部
材１３６（図示せず）の遠位拡張部として形成され得る。
【００４７】
　ここで、図１２Ｅを参照すると、貫通Ｐが拡張された後に、外部管状部材１３６は前進
し、その結果、ステント１５０は、拡張された貫通内に位置する。次いで、ステント１５
０は、図１２Ｆに示されるように、典型的には、以下により詳細に記載されるように短縮
することによって拡張される。好適には、ステント１５０の近位端部および遠位端部は、
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比較的大きいフランジ領域１５４を形成するために拡張またはフレア付け（ｆｌａｒｅ）
され、この大きいフランジ領域１５４は、胆嚢壁ＧＢＷおよび腸壁ＩＷを一緒にしっかり
と保持するように作用し、胆嚢または腸のいずれかからの漏出を抑制するように、組織癒
合または内部成長を促進する。いったん適切な位置に置かれると、ステント１５０は、中
心管腔１５２（図１２Ｇ）を形成し、中心管腔１５２は、図１２Ｆにおいて矢印で示され
るような堪能から腸までの流路を提供する。瘻または吻合の形成に続いて、ステントは、
オプションで取り除かれ得、ここで流れは、組織瘻オリフィスを通る。
【００４８】
　代替的な方法は、針１２６の後に、ステント１５０およびバルーン１２２を有する外部
管状部材１３６を同時に動かすことである。次いで、ステントは、拘束から解放され、近
位フランジおよび遠位フランジは、ここで、拡張し、管腔を一緒に保持し、このことに、
部分的に折り畳まれたサドル領域内部にあるバルーン１２２によるサドル領域のバルーン
拡張が続く。この事後拡張方法は、望ましい経路膨張の間に、アンカステントが組織を保
持することを可能にする。［図面および説明を追加するか］。図１１の新たなバージョン
はバルーン上にステントを有し、バルーンはサドルの下にのみある。
【００４９】
　上記は、本発明の好適な実施形態の完全な記載であるが、様々な代替物、収生物および
均等物が使用され得る。それゆえ、上記の記載は、添付の特許請求の範囲によって規定さ
れる本発明の範囲を制限するものとして解釈されるべきではない。

【図１】

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図１２Ｄ】
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