
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持環帯に人工心臓弁を移植するのに使用する 縫合リングであって、該縫合リ
ングは、以下を包含する：
　縫合糸貫通性の環状リング部材であって、該環状リング部材は、複数の変形可能壁から
形成され、該変形可能壁の一部は、その間で開放セルを規定するように、放射状に整列さ
れており、該環状リング部材は、軸の周りに配向されており、そして該軸に沿って間隔を
空けて配置された頂端および底端を有し、該環状リング部材は、以下により規定される三
角形断面を有する：軸方向に伸長している内部リング面、該内部リング面の頂端から放射
状に外向きに突出している頂面、および該頂面の最外突出部と該内部リング面との間で伸
長している癒合面：ここで、該内部リング面と該頂面の該最外突出部との間の半径方向距
離は、少なくと ．１８ｍｍである；および
　織布被覆であって、該織布被覆は、該環状リング部材の少なくとも外部を取り囲んでい
る、
　縫合リング。
【請求項２】
　前記頂面が、前記内部リング面の頂端から、直接的に放射状に外向きに突出している、
請求項１に記載の縫合リング。
【請求項３】
　前記頂面が、前記内部リング面の頂端から、上向き角度で、放射状に外向きに突出して
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いる、請求項１に記載の縫合リング。
【請求項４】
　前記上向き角度が、前記軸に関して １０度の角度である、請求項３に記載の縫合リ
ング。
【請求項５】
　前記頂面の前記最外突出部が、前記内部リング面の前記頂端 ．０４ｍｍ上にある、
請求項３に記載の縫合リング。
【請求項６】
　前記癒合面が ．８６５ｍｍの長さを有する、請求項３に記載の縫合リング。
【請求項７】
　前記癒合面が ．８８ｍｍの長さを有する、請求項 に記載の縫合リング。
【請求項８】
　前記癒合面が、その底端から間隔を空けた距離で、前記内部リング面と接合し、ここで
、前記内部リング面上の前記変形可能壁が、該癒合面と該底端との間の該距離に沿って、
厚さを大きくされた、請求項１に記載の縫合リング。
【請求項９】
　前記織布被覆が、生体適合性を改良する化学物質で処理されている、請求項１に記載の
縫合リング。
【請求項１０】
　前記化学物質が、ヘパリンを含有する、請求項９に記載の縫合リング。
【請求項１１】
　前記環状リング部材が、シリコーンゴムを含有する、請求項１に記載の縫合リング。
【請求項１２】
　支持環帯に人工心臓弁を移植するのに使用する縫合リングであって、該縫合リングは、
以下を包含する：
　縫合糸貫通性の環状リング部材であって、該環状リング部材は、複数の変形可能壁から
形成され、該変形可能壁の一部は、その間で開放セルを規定するように、放射状に整列さ
れており、該環状リング部材は、軸の周りに配向されており、そして該軸に沿って間隔を
空けて配置された頂端および底端を有し、該環状リング部材は、以下により規定される断
面を有する：軸方向に伸長している内部リング面、該内部リング面の頂端から放射状に外
向きに突出している頂面、および該頂面の最外突出部と該内部リング面との間で伸長して
いる癒合面：ここで、該癒合面は、少なくとも部分的に、凹面状に曲がっている；および
　織布被覆であって、該織布被覆は、該環状リング部材の少なくとも外部を取り囲んでい
る、
　縫合リング。
【請求項１３】
　前記癒合面が、一定半径の曲線として規定されている、請求項１２に記載の縫合リング
。
【請求項１４】
　前記一定半径が ．４５ｍｍである、請求項１３に記載の縫合リング。
【請求項１５】
　前記癒合面が、１個より多い曲率半径を有する複合曲線として、形成されている、請求
項１２に記載の縫合リング。
【請求項１６】
　前記癒合面が、曲率半径が絶えず変化している非球面曲線として、形成されている、請
求項１２に記載の縫合リング。
【請求項１７】
　前記頂面が、少なくと ．１８ｍｍの距離で、前記内部リング面の頂端から、直接的
に放射状に外向きに突出している、請求項１２に記載の縫合リング。
【請求項１８】
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　前記頂面が ．３２ｍｍの距離で、放射状に外向きに突出している、請求項１７に記
載の縫合リング。
【請求項１９】
　前記癒合面が、前記頂面が放射状に外向きに突出している前記距離と少なくとも同じ大
きさである一定半径の曲線として、規定される、請求項１７に記載の縫合リング。
【請求項２０】
　前記織布被覆が、生体適合性を改良する化学物質で処理されている、請求項１２に記載
の縫合リング。
【請求項２１】
　前記化学物質が、ヘパリンを含有する、請求項２０に記載の縫合リング。
【請求項２２】
　前記環状リング部材が、シリコーンゴムを含有する、請求項１２に記載の縫合リング。
【請求項２３】
　以下：
　請求項１２に記載の縫合リング；
　剛性環状弁本体；および
　該弁本体と該縫合リングとの中間にある環状ステント、
を包含する、心臓弁。
【請求項２４】
　前記織布被覆が、 前記環状リング部 両方

取り囲み、そして該ステントと該弁本体との間の途中まで伸長している、請求項２３
に記載の弁。
【請求項２５】
　前記織布被覆が、２個の断片に分かれており、第一断片が、前記ステントおよび前記環
状リング部材の流入末端の回りにあり、そして第二断片が、該ステントの流出末端の回り
にある、請求項２４に記載の弁。
【請求項２６】
　前記第二断片の一部が、前記ステントと前記環状リング部材との間で伸長している、請
求項２５に記載の弁。
【請求項２７】
　前記第一断片が、前記第二断片より長い、請求項２５に記載の弁。
【請求項２８】
　さらに、スペーサースリーブを包含し、該スペーサースリーブが、前記環状ステントと
前記環状リング部材との間に配置されている、請求項２３に記載の弁。
【請求項２９】
　前記織布被覆の第一部分が、前記環状リング部材を完全に取り囲んでおり、そして第二
部分が、前記環状ステントおよび前記スペーサースリーブを取り囲んでおり、該第二部分
が、該ステントと前記弁本体との間および該スペーサースリーブと該環状リング部材との
間で伸長している、請求項２８に記載の弁。
【請求項３０】
　前記第二部分が、２個の断片に分かれており、第一断片が、前記ステントおよび前記ス
ペーサースリーブの流入末端の回りにあり、そして第二断片が、該ステントおよび該スペ
ーサースリーブの流出末端の回りにある、請求項２９に記載の弁。
【請求項３１】
　前記第二部分の前記２個の断片が、前記スペーサースリーブと前記環状リング部材との
間で重なり合っている、請求項３０に記載の弁。
【請求項３２】
　前記第一断片が、前記第二断片より短い、請求項３１に記載の弁。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
（発明の分野）
本発明は、一般に、医療用具に関し、特に、改良された縫合リングを有する人工心臓弁に
関し、この縫合リングは、この人工心臓弁を心臓に移植したとき、周囲の組織との弁癒合
を促進し、弁装着手順を改良し、そして弁の安定性を高める。
【０００２】
【従来の技術】
（発明の背景）
人工心臓弁は、損傷した心臓弁または病んだ心臓弁を交換するのに、使用されている。脊
椎動物では、心臓は、中空の筋肉質臓器であり、これは、以下の４個のポンプ室を有する
：左および右心房および左および右心室であって、各々は、それ自体の一方向弁を備えて
いる。生来の心臓弁は、大動脈弁、僧帽弁（または二尖弁）、三尖弁および肺動脈弁とし
て、識別されている。人工心臓弁は、これら生来の弁のいずれかと交換するのに使用でき
るが、大動脈弁または僧帽弁の修復または交換は、それらが圧力が最大となる心臓の左側
にあるので、最も一般的である。
【０００３】
２種類の主要な心臓弁交換品（すなわち、人工心臓弁）が公知である。一方は、機械型心
臓弁であり、これは、一方向の血流を与えるために、ボールおよびケージ装置または旋回
機械栓を使用する。他方は、組織型または「バイオプロテーゼ」弁であり、これは、天然
組織弁小葉部で構成されており、この小葉部は、生来のヒトの心臓弁のものと酷似して作
用し、可撓性の心臓弁小葉部（これらは、一方向血流を保証するために、互いに対して密
封する）の自然な作用を模倣している。両方の種類の人工弁では、弁本体（機械的）また
はステント（組織型）上にて生体適合性の布で被覆した縫合リングは、交換する特定の弁
の環帯にこの弁を装着するためのプラットホームを提供する。
【０００４】
心臓弁は、その中の房を分離し、それぞれ、その間の環帯に取り付けられている。これら
の環帯は、緻密な繊維質のリングを包含し、これらは、心房および心室の筋繊維に直接ま
たは間接のいずれかで装着されている。弁交換操作では、損傷のある小葉部が切除され、
そしてこれらの環帯は、交換弁を受容するような形に整えられる。理想的には、この環帯
は、比較的に健康な組織を提供し、これは、外科医により、取り除いた弁から残ったオリ
フィスへと突出している均一なレッジ（ｌｅｄｇｅ）へと形成できる。しかしながら、外
科手術に課せられる時間的および空間的な制約により、しばしば、得られる環帯の形状は
、縫合リングの装着には不完全となる。さらに、この環帯は、石灰化され得るだけでなく
、これらの小葉部および全環帯の壊死組織切除、または硬化組織の除去により、さらに大
きなオリフィスおよび範囲が明確でない環状レッジ（そこに、この縫合リングを装着する
）が生じる。要約すれば、得られる環帯の外形は、生来の弁を切除した後、大きく変わっ
てしまう。
【０００５】
この弁の通常の配置は、環帯内であり、その弁本体は、この縫合リング／縫合の組み合わ
せにより生じるあらゆる密封を高めるために、また、弁周囲の漏れの可能性を少なくする
ために、この環帯の最狭部内に深く位置している。外科医は、漏れを防止するために、少
なくとも３０の単純縫合または２０のさし縫い縫合を使用することを報告している。さし
縫い縫合は、より時間がかかり、また、本質的に、１個の結び目を用いてこの組織を通し
て針を二重通過させることを包含する。
【０００６】
これらの４個の弁は、各心室を、その付随した心房から、または上行動脈（左心室）また
は肺動脈（右心室）から分離する。この弁の切除後、この環帯は、一般に、レッジを包含
し、これは、各個の室間のオリフィスへと伸長して、それを規定している。人工弁は、こ
の環状レッジの上流側または下流側に装着され得るが、その中での大きな収縮の妨害を回
避するために、これらの心室の外側で装着され得る。それゆえ、例えば、左心室では、人
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工弁は、（左心房中の）僧帽環帯の流入側、または（上行動脈中の）大動脈環帯の流出側
に位置づけられる。僧帽環帯および大動脈環帯の異なる構造のほかに、その装着縫合糸に
加えられる圧力も同様に、異なる。これらの縫合糸が使用中に受ける最大圧力は、この弁
を閉じるとき、この流れサイクルの半分の逆流である。収縮期では、左心室は、収縮して
、身体の循環系を通じて血液を押し、そして僧帽弁は、１４０ｍｍ  Ｈｇまでの圧力によ
り、強制的に閉じられる。人工僧帽弁は、この心室とは反対の環帯の流入側に装着される
ので、これらの縫合糸は、直接的に張りつめた状態で、配置される。対照的に、動脈弁で
の上行大動脈の逆流圧は、ずっと低く、いずれの場合でも、この背圧は、装着している縫
合糸が張りつめた状態ではないように、この人工弁を大動脈環帯に押し付ける。最終的な
結果として、僧帽弁がより確実に装着されているように注意を払わなければならず、また
、組織での「チーズワイヤ」効果を回避するために、動脈および僧帽の両方の移植におけ
る縫合に関連して、外科用綿撒糸が慣習的に使用される。外科用綿撒糸とは、生体適合性
の繊維の小片であり、これは、各個々の縫合糸に装着され、張りつめた状態で置いた縫合
糸が組織に切り込まないように、この縫合糸と組織との間の縫合糸ループ内に、配置され
ている。
【０００７】
当然のことながら、人工心臓弁の移植には、機械弁または生体人工弁（すなわち、「組織
」弁）のいずれにしても、天然心臓組織の繊細な性質、手術野の空間的制約および確実で
信頼できる移植を達成するという重要性を考えると、多大な技術および集中力が必要であ
る。この弁自体が、長い弁寿命を助長して心臓の周囲の生理学的な構造に対する影響が最
小になる特性を有することも、同様に重要である。
【０００８】
これらの環帯の一様ではない性質を考えると、この縫合リングの設計および縫合リングを
適切な位置に固定する方法は、多分、人工心臓弁移植の最も重大な局面である。従って、
最適な縫合リングの設計は、この弁環帯組織との補完性が高い構造と、外科医の移植処置
を簡単にする弁装着プラットホームとの間の調和を考慮している。従来の縫合リングの設
計は、広く変わり、非常に多いものの、本発明の設計がなされるまで、改良した構造／組
織適合性と、便利で「外科医に適した」縫合プラットホームとを効果的に調和させる試み
は、大部分は、不成功であった。
【０００９】
従来の縫合リングの多くは、その中にある弁のための潜在的オリフィス開口部を大きくす
るために、殆ど空間を占めないように設計されている。従来の縫合リングの一例は、Ｃａ
ｍｐｂｅｌｌらの米国特許第５，３９７，３４８号で見られ、これは、硬質（ｓｏｌｉｄ
）ＰＴＦＥフェルトリング（これは、直角三角形の断面形状を有する）から製造された縫
合リングを開示している。この縫合リングは、機械弁に取り付けられ、このリングの一面
は、この弁を通る流れ方向に垂直に伸長しており、それゆえ、直角三角形の名称となる。
このＰＴＦＥフェルトリングは、直角三角形形状に一致する布に包まれている。このＣａ
ｍｐｂｅｌｌ特許の図１で示すように、僧帽位置に移植したとき、この直角三角形の斜辺
は、この弁環帯中の組織と噛み合う。
【００１０】
このＣａｍｐｂｅｌｌ特許により代表される設計は、多数の重大な欠点がある。例えば、
このＰＴＦＥフェルトリングの硬質である性質は、不規則な形状の環帯とは容易に適合せ
ず、本来の剛直性を導入し、これは、通常の心臓の鼓動作用中に、環帯組織に応力を加え
たとき、この縫合リングがこの組織と共に曲がる性能を制限する。この可撓性の欠如また
は低い従順性は、順に、この縫合リングを装着するのに使用する縫合糸に加えられる負荷
を高め、漏れの問題または環帯組織に対する損傷を引き起こすおそれがある。例えば、過
度に堅い縫合リングは、縫合間の弁周囲の漏れを防止するために、適切な位置で、かなり
固く縫合しなければならない。この余分な張力は、環帯組織を締め付け得、その結果、褥
瘡潰瘍形成（ｄｅｃｕｂｉｔｏｕｓ　ｕｌｃｅｒａｔｉｏｎ）を生じる。
【００１１】
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この本来の剛直性（低い従順性）はまた、所定の患者に対して適切なサイズの縫合リング
／弁を選択するとき、誤差の許容範囲を著しく狭くする。もし、選択したサイズが、僅か
に大きいなら、このＰＴＦＥフェルトリングが容易に圧縮できないことから、この弁を充
分に装着するために、環帯組織を過度に変形する必要がある。同様に、もし、選択したサ
イズが、僅かに小さいなら、このＰＴＦＥフェルトリングが容易に伸展できないことから
、装着を成し遂げるために、この組織および縫合糸に過度の緊張が生じる。結果として、
患者の弁環帯と正確に合致する弁サイズの選択には、外科医の多大な留意および精度が必
要である。残念なことに、全体的なオリフィスサイズに基づいて、標準的なサイズ決めの
器具が提供されることが多くなっており、最適でない形状の環帯を正確に測定し得ない場
合がある。それゆえ、外科医は、適切な弁サイズを選択する際に、情報に基づいた判断を
しなければならない。
【００１２】
このＰＴＦＥフェルトリングの剛直性と直角三角形の形状との組み合わせにもまた、欠点
がある。例えば、この弁環帯組織は、典型的には、その直線状斜辺に合致する断面を有さ
ず、また、このＰＴＦＥフェルトリングの固有の堅く嵩張った性質を考えると、形を整え
た環状断面の不規則で非線形の形状に充分に適合する様式で、このリングの斜辺縁部を曲
げるのに充分な可撓性がない。このことは、再度、弁周囲の漏れおよび組織損傷を生じる
おそれがある。
【００１３】
この剛直性／直角三角形形状の組み合わせはまた、この弁を環帯組織へと縫合（または他
の装着方法、例えば、ステープリング（ｓｔａｐｌｉｎｇ））するための充分な縫合リン
グ断面積を与える際に、限定要因となる。この縫合リングの周囲の材料の環帯は、縫合プ
ラットホームとして供されるが、半径寸法が比較的に狭く、このことにより、この縫合糸
と共に、外科用綿撒糸を使用する必要が生じる。明らかに、外科用綿撒糸の使用は、弁移
植に必要な時間および複雑性を高める。直角三角形の縫合リングの環帯は、半径方向に非
常に狭いので、その縫合ループは、環帯先端に近い環帯組織の比較的に薄い部分を通過し
、そこで、外科用綿撒糸を使用しなければならない。
【００１４】
狭い縫合リングにより起こる移植の問題は、従来の人工弁の多くでは、この弁本体から縫
合リングの内部へと外向きに伸長している剛性構造により、悪化する。例えば、Ｃａｍｐ
ｂｅｌｌの圧縮可能な堅くしたリングを参照せよ（米国特許第５，３９７，３４８号）。
この構造は、さらに、この縫合リングでの縫合糸の配置を、その放射状に外部の領域に限
定する。さらに、より大きな縫合プラットホームを提供するために、この縫合リングの環
帯を大きくするか、または、この斜辺の断面角を少なくとも大きくするように試みたとし
ても、このＰＴＦＥフェルトリングの堅い性質は、剛直性および嵩張りの望ましくない上
昇を起こすにすぎない。このような結果は、次いで、単に、縫合リングの剛直性および低
い従順性に関連して既に述べた問題を増幅する。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
上述のことを考えると、既存の縫合リングの明らかな欠陥に向けて改良した縫合リングが
必要であり望ましいことは、明白である。すなわち、このリングの環帯組織に対する適合
性を高めた設計であって、同時に、この弁を装着するのに外科医が使用する手法を簡単に
する高度な設計が必要とされている。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
（発明の要旨）
本発明の縫合リングは、周囲の環帯組織へと深く通過できるように、大きな放射状プロフ
ィールで設計されており、そしてこのリング材料へと深く通過できるように、その弁本体
の近くに多くの材料を有し、両方の因子により、使用する縫合糸の数を少なくすることが
できる。この縫合リングは、周囲の組織の運動とうまく協同するように、従って、各縫合
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糸に必要な張力を少なくするように、非常に従順性かつ弾性である。さらに、サイズの増
大および新規な形状により、環帯内での弁の配置の際に、大きな可撓性が得られる。要約
すると、本発明は、外科医に適し、漏れを防止する際にさらに確実であり、また、さらに
可撓性である縫合リングを提供する。
【００１７】
本発明は、従来技術で明らかな欠陥を検討したが、これには、この縫合リングの癒合特性
を改良すること、および弁環帯に人工心臓弁を装着する外科的手順を簡単にすることが含
まれる。このことに関して、本発明は、環帯の生理学的および解剖学的な特性を補完する
新規で進歩性のある縫合リングの形状および構造上の構成を提供し、また、煩雑な縫合法
の必要性を少なくする装着プラットホームを提供する。
【００１８】
本発明に従って、縫合リングが提供され、これは、弾性材料から製造した縫合糸貫通性の
リング部材を包含し、これは、隣接セルまたは空隙を規定する複数のリブを有し、これら
は、このリング部材の弾性を高める。このリング部材は、環帯組織との癒合領域を与える
縫合リングを生じるような半径幅を有し、外科用綿撒糸のように負荷分散装置なしで、こ
の縫合リングを環帯組織に装着可能にするのに、充分に大きい。
【００１９】
さらに、本発明の縫合リングは、環帯組織に過度に応力を加えることなく、この縫合リン
グと組織との間での充分な癒合領域を保証するために、弾性リング部材と新規なリング部
材構造とを組み合わせる。僧帽弁移植の場合には、本発明は、滑らかな外形にした融合ま
たは癒合面を包含し得、これは、僧帽弁環帯と一致する。大動脈弁移植の場合には、本発
明は、外向きに伸長している癒合面を包含し得、これは、充分な癒合距離を保証するため
に、特定の半径距離で伸長する。
【００２０】
本発明のさらに他の目的および利点は、本発明の現在好ましい実施態様の以下の詳細な説
明を読んで理解すると、当業者に明らかとなる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
（好ましい実施態様の説明）
添付の図面と関連して以下で述べる詳細な説明は、本発明の現在好ましい実施態様の説明
として意図しており、本発明を構成または利用し得る唯一の形態を表わす意図はない。こ
の説明は、例示の実施態様と関連して、本発明の構造および機能を述べている。
【００２２】
本発明に従った人工心臓弁用縫合リングの好ましい実施態様は、この説明および図面で開
示されている。この説明および図面は、僧帽弁交換および大動脈弁交換の両方において、
本発明を使用するための情報を包含する。しかしながら、このような説明および図面は、
例示のためにすぎず、限定する目的ではない。当業者は、本発明の縫合リングが、他の種
々の用途で使用され得ることを理解する。
【００２３】
（僧帽弁縫合リング）
図１ａおよび１ｂを参照すると、本発明の第一の実施態様は、一般に、人工僧帽弁ＭＶと
共に使用するために設計された縫合リング１０を包含する。縫合リング１０は、一般に、
リング部材またはステント１２を包含し、これには、環状スポンジ１４が装着できる。織
布材料１６は、一般に、ステント１２および環状スポンジ１４を覆う。縫合リング１０は
、僧帽環帯での移植に、特に適していることに注目すべきである。何故なら、それが、そ
の環帯の特定の解剖学的構造に一致しており、また、それと共に、図示した機械弁以外の
弁が使用され得るからである。それゆえ、ＭＶとは、機械的であろうとバイオプロテーゼ
であろうと、僧帽弁を意味する。
【００２４】
この縫合リング（弁ＭＶを取り除いた）を通る血流方向は、図１ｂに示される。本明細書
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中で使用する「近位」との用語は、その上流側または流入側にある装置の末端または縁部
を意味し、また、「遠位」との用語は、装置の下流側または流出側にある装置の末端また
は縁部を意味する。この装置の近位末端は、ＰＥとの文字により示され、また、この装置
の遠位末端は、ＤＥとの文字により示される。僧帽縫合リング１０は、その流出末端（す
なわち、遠位末端ＤＥ）から、流入末端（すなわち、近位末端ＰＥ）へと放射状に拡張し
ていることに注目せよ。これは、僧帽弁ＭＶが、左心房の側面から、僧帽環帯の流入側に
移植されるからである。
【００２５】
本発明の好ましい実施態様によれば、ステント１２は、ポリアセタール材料から構成され
、その一例は、ＤＥＬＲＩＮ（Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ＤｅＮｅｍｏｕｒｓ　＆　Ｃｏ．
，　Ｉｎｃ．Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ　Ｄｅｌａｗａｒｅの登録商標）である。当業者が理
解するように、ステント１２は、種々の他の高分子材料（例えば、ポリアセタール、ポリ
エステル、超高分子量ポリエチレン、ポリスルホン、ポリイミド、ポリエーテルケトン（
ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ　ｋｅｙｔｏｎｅ）（例えば、ＰＥＥＫ）、液晶ポリマー（例えば、
ＬＣＰ）、および／または炭素繊維複合材料）から構成され得る。このリング部材は、あ
るいは、生体適合性の金属または金属合金（例えば、チタンＥｌｇｉｌｏｙまたはジルコ
ニウム）から形成され得る。
【００２６】
針貫通性の織布材料１６は、好ましくは、生体適合性の織物材料または編物材料（例えば
、ポリエステルまたは他の適切な材料）を包含する。この織布は、生体適合性を改良する
ために、種々の化学物質／被覆（例えば、ヘパリン、化学結合ヘパリン、炭素被覆など）
で処理または被覆され得る。
【００２７】
環状スポンジ１４は、生体適合性の弾性材料（好ましくは、シリコーンゴム）から構成さ
れる。針貫通性の環状スポンジ１４は、好ましくは、以下で記述のように、複数のセルま
たは空隙４０（これは、図２ｂで、最もよく示されている）を包含し、そして縫合糸を用
いて、ステント１２および織布材料１６と組み立てられる。さらに特定すると、ステント
１２は、複数の開口部１７（好ましくは、２列の外周列）を包含し、これらを通って、針
および縫合糸が通され得る。ステント１２は、まず、スポンジ１４に装着され、次いで、
織布材料１６は、内向きに突出している環状リブ１９（図１ａを参照）（これは、組み立
てたリングを弁本体に固定するために、使用される）を除いて、両者を包み込み、そして
完全に被覆する。このような組み立て手順は、米国特許出願第０８／６８８，６７２号（
これは、１９９６年７月２９日に出願され、「ＳＵＴＵＲＥ　ＲＩＮＧＳ　ＦＯＲ　ＲＯ
ＴＡＴＡＢＬＥ　ＡＲＴＩＦＩＣＩＡＬ　ＨＥＡＲＴ　ＶＡＬＶＥＳ」の表題であり、そ
の内容は、本明細書中で参考として援用されている）で記述されている。他の縫合リング
アセンブリは、もちろん、適切であり得る。
【００２８】
さらに特定して、図２ａ～２ｃを参照すると、環状スポンジ１４は、突出した断面形状を
有し、これは、寸法Ｈを有する円周内面３０、寸法Ｗを有する放射状表面３２、寸法ｈを
有する円周外面３４、および滑らかな外形の融合面（ｂｌｅｎｄｉｎｇ　ｓｕｒｆａｃｅ
）３６（これは、この内面および外面の底端間で、伸長している）により、特徴付けられ
る。外面３４は、実質的に、内面３０よりも小さく、それにより、スポンジ１４の外向き
に伸長しているフランジの周囲を規定する。内面３０および外面３４は、望ましくは、平
行かつ軸方向に配置されているが、他の形状は可能である。複数の放射状に配向したリブ
３８は、前記表面間に伸長して、このスポンジの内部を、複数のセル４０（これは、円周
状に配列され、望ましくは、一様に間隔を空けて配置されている）に分割する。図示した
実施態様では、面を有する個々の壁は、内面３０、外面３４および融合面３６を規定して
いるのに対して、細長い頂面３２は、リブ３８の頂端により規定され、そしてセル４０に
対して、実質的に開いている。好ましい実施態様では、内面３０の寸法Ｈは、およそ４．
５７ｍｍであり、細長い頂面３２の寸法Ｗは、およそ４．３２ｍｍであり、外面３４の寸
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法ｈは、およそ１．５７ｍｍであり、そして滑らかな外形の融合面３６は、およそ４．４
５ｍｍの実質的に一定の半径Ｒを有する。環状スポンジ１４の全直径Ｄは、図２ａで示さ
れるが、一般に、縫合リング１０を受容する環帯のサイズにより、決定される。これらの
寸法は、例示的なものとしてのみ示されており、他の寸法または範囲は、使用され得る。
【００２９】
形成された融合面３６は、一定半径の曲線、または数個の異なる曲率半径を有する複合曲
線、または曲率半径が絶えず変化している非球面曲線でさえあり得る。融合面３６は、望
ましくは、生来の僧帽弁を切除した後の、僧帽環帯の理想的な形状にできるだけ近く似せ
ている。
【００３０】
セル４０と組み合わせたスポンジ１４の軟質材料は、非常に従順性の縫合リングを提供し
て、特に、外面３４のフランジにて、その変形を容易にする。このような従順性により、
スポンジ１４は、形を整えた僧帽環帯と一致でき、また、その弁オリフィスと環帯との比
を最大化できるようになる。セル４０もまた、針による縫合リング１０の貫通をさらに容
易にし、また、この針の先端の鈍化（これは、硬質のＰＴＦＥリングを用いると、時々、
起こる）を緩和する。
【００３１】
（僧帽リングの構成）
図３ａ～ｃは、種々のサイズの環帯のための機械弁Ｖについて、本発明の僧帽弁縫合リン
グの種々の構成を図示している。先に確認した特徴（例えば、ステント１２およびスポン
ジ１４）は、同じ番号で示されている。図３ａは、２３ｍｍと２９ｍｍの間の直径を有す
る小さな僧帽環帯で使用するための縫合リング１０’を示す。その繊維被覆は、典型的に
は、その流入側の長片１６ａおよび流出側の短片１６ｂを包含し、これらの２個の断片は
、ステント１２の外側で、重なり合っている。２つの摩擦制御隆起４２は、ステント１２
の内側に設けられており、そして弁本体Ｖに対して、この繊維を押し付けるために、供さ
れる。図３ｂは、およそ３１ｍｍの直径を有する僧帽環帯で使用される縫合リング１０’
’を示す。この構成は、ステント１２とスポンジ１４との間にスペーサースリーブ４４が
介在され縫合されていること以外は、図３ａの縫合リング１０’と同じである。このスリ
ーブ４４を大きな直径のスポンジ１４と組み合わせると、このアセンブリは、大きな環帯
に適合可能になる。さらに、この繊維被覆は、流入片１６ａ、流出片１６ｂおよびスポン
ジ保持片１６ｃ（これは、スポンジ１４を包囲し、このスポンジ１４は、その内側で固定
されている）を包含する。最後に、図３ｃは、３３ｍｍの環帯で使用するための弁Ｖおよ
び縫合リング１０’’’を示している。この構成は、さらに大きなスペーサースリーブ４
６以外は、図３ｂの縫合リング１０’’と同じである。
【００３２】
（僧帽環帯、サイジングおよび移植）
図４ａは、直径Ｘを有する僧帽環帯４８を、断面で概略的に図示している。僧帽環帯４８
の良好に規定されたレッジは、必要な組織切除範囲に依存して変わり得るが、典型的には
、図１０ａで示した大動脈環帯よりも、顕著である。図４ｂは、弁寸法測定器５０を示し
、これは、僧帽縫合リング１０に似た形状にされ、そして測定する環帯内に配置されてい
る。適切な寸法測定器が見つかると、移植のために、対応する大きさの弁が選択される。
図４ｃは、移植用に環帯４８に配置したときの、機械弁ＭＶおよび本発明の縫合リング１
０を示している。
【００３３】
（僧帽リングの利点）
複数のセル４０に起因して高くなった弾性と独特の断面形状との組み合わせにより、図５
ａで最もよく示されているように、僧帽環帯４８との癒合を高めかつ向上した縫合リング
１０が得られる。環帯に装着された縫合リングを図示している図５ａのような断面は、単
なる概略であり、正確な寸法は、縮尺され得ないことに注目すべきである。実際、図２ｃ
で示されるスポンジ１４の断面は正確であるが、図５ａで見える断面は、正確ではない。

10

20

30

40

50

(9) JP 3701198 B2 2005.9.28



【００３４】
滑らかな外形にした融合面３６および多セル（ｍｕｌｔｉ－ｃｅｌｌｅｄ）スポンジ１４
の従順性のために、縫合リング１０は、実質的な癒合面２４を得るために、融合面３６の
実質的に全てにわたって、環帯組織４８と接触できる。さらに、癒合の向上は、組織を過
度に変形または圧縮することなく、達成される。この相当に大きな癒合領域は、向上した
弾性と共に、環帯組織を損傷することなく、心臓のポンピングの間、この弁の安定性を改
善する。それはまた、この弁を環帯内にてより良好に密封して、弁周囲の漏れの可能性を
打ち消す。
【００３５】
外科用綿撒糸なしで人工僧帽弁を装着するために、外科医が、僧帽環帯組織の約４ｍｍ（
放射状に測定した）の最小「咬合（ｂｉｔｅ）」（この上に、縫合糸が導入され固定され
る）を付けなければならないことは、当業者に分かる。このような距離は、環帯組織がこ
の縫合リングの外面３４に触れる場所から、この組織が縫合リング１０の基部またはその
近くで終わる場所までで、測ることができる。このような咬合が、先行技術のリングを用
いて利用できたとしても、この組織と協同して変形して、各縫合糸に対する応力を低下さ
せる可撓性および弾性があるものは、なかった。本発明の僧帽リング１０は、さらに大き
な形状と組み合わせて、このような従順性および弾性を与え、それにより、外科用綿撒糸
を用いない装着を可能にする。
【００３６】
さらに、この独特の構成はまた、その負荷を分散するための外科用綿撒糸を使用すること
なく、縫合リング１０の内周に極めて近接した心室組織縫合糸２０および／またはこの縫
合糸の外周にさらに向かう心房組織縫合糸２２の両方の導入を可能にするのに充分な面積
の縫合プラットホームを生じる。事実上、この環帯へのこの縫合糸の高まった「咬合」（
これは、さらに大きな癒合面積２４により、生じる）により、この強靱な環帯組織それ自
体が、この「チーズワイヤ」効果と戦うことが可能となり、それにより、外科用綿撒糸が
未然に回避される。その代わりに、この縫合プラットホームは、依然として、外科用綿撒
糸なしでまたはそれを使用して、より従来的な水平さし縫い縫合またはランニング縫合を
可能にする。
【００３７】
好ましい実施態様では、外科医は、この弁の回りの適正な密封を依然として保証しつつ、
使用する縫合糸の数を減らすことができる。望ましくは、縫合リング１０を僧帽環帯に固
定するためには、約２０本の単一縫合糸で充分である。これは、３０本の単一縫合糸が必
要であった先行技術の設計に対して３３％の低下に相当し、２０本のさし縫い縫合糸が必
要な設計に対して５０％の低下に相当する（実際、単一縫合糸の通過数を２倍にする）。
縫合糸の数を少なくしても、縫合リング１０の形状および特性は、引き続く弁周囲の漏れ
に対して、充分な保護を与える。この魅力的な特徴の組み合わせは、内部スポンジ１４の
弾性的特性およびリング１０の形状およびサイズにより、容易になる。これらの縫合糸は
、その緊張時の応力をうまく分散するために、この環帯により深く通過させられ、かつこ
の縫合リングにも深く通される。各縫合糸間では、縫合リング１０は、滑らかであろうと
凸凹であろうと、この環帯組織を形作る。この環帯の「抱きかかえ」（ｈｕｇｇｉｎｇ）
は、このような応力を吸収する可撓性で弾性の内部スポンジのために、心臓の鼓動および
この弁の運動に打ち負かされることがない。要約すれば、軟質リング１０は、この環帯に
うまく一致することから始まり、そして少なくとも織布１６への組織の内側への成長（ｉ
ｎｇｒｏｗｔｈ）が、提供される良好な密封に取って代わるまで、この適合を維持する。
【００３８】
これらの利点は、この縫合リング１０を図３ｂで図示した先行技術の縫合リング５２と比
較すると、さらに明らかに分かる。この先行技術の縫合リング５２は、硬質のテフロンフ
ェルトまたは布フィルターにより特徴付けられ、そしてほぼ直角三角形の形状を有する。
この直角三角形は、頂面５４、内面５６および直線状縁斜辺５８（これは、頂面５４およ
び内面５６と接続する）を包含する。
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【００３９】
この硬質の充填剤の限られた弾性に起因して、環帯４８と接触する縁部５８は、直線状縁
部であり、そして縫合リング５２の寸法、縫合リング５２および組織４８の寸法は、本発
明の縫合リング１０により得られるものと同じ有利な程度まで、癒合しない。事実、先行
技術の縫合リング５２に対する癒合領域６０は、本発明の縫合リング１０から生じる癒合
領域２４よりも、相当に小さい。また、もし、癒合領域６０を高めるように試みたなら、
組織４８は、この組織を潜在的に傷つけるように、過度に圧縮し変形する。
【００４０】
さらに、先行技術の縫合リングは、外科用綿撒糸を使用することなく縫合糸２８を導入で
きるようにするのに充分な縫合プラットホームを提供しない。小さな癒合領域６０は、こ
の弁の安全な装着を確保するために、この縫合リングとの充分な界面を提供しない。外科
用綿撒糸は、これらの負荷を分散するために必要であり、それにより、この小さな組織／
縫合リング界面に負荷が集中するのを防止する。
【００４１】
（大動脈弁縫合リング）
図６ａおよび６ｂを参照すると、本発明の第二の実施態様は、一般に、大動脈人工弁ＡＶ
と共に使用するために設計された縫合リング１１０を包含する。また、弁ＡＶは、多数の
型のものであり得、そして単に例として、機械弁として示されている。上述の僧帽弁設計
と同様に、縫合リング１１０は、一般に、環状スポンジ１１４が装着されたリング部材１
１２を備える。織布材料１１６は、一般に、リング部材１１２および環状スポンジ１１４
を覆う。これらの部品の各々に使用される材料は、上述の僧帽弁型の説明に記述のものと
同じである。
【００４２】
大動脈弁と共に使用する縫合リング１１０は、一般に、この僧帽弁に使用する縫合リング
と類似している。１つの相違は、スポンジ部材１１４の形状が、一般に、円錐台型（ｆｒ
ｕｓｔｏ－ｃｏｎｉｃａｌ）であり、それにより、その近位末端ＰＥから遠位末端ＤＥへ
と実質的に一定の外向きテーパを規定していることである。図１ａおよび１ｂの僧帽弁と
対照的に、大動脈縫合リング１１０は、その流入末端（すなわち、近位末端ＰＥ）から流
出側（すなわち、遠位末端ＤＥ）へと拡張していることに注目のこと。これは、大動脈弁
ＡＶが、大動脈環帯の流出側に移植されるからである。さらに、大動脈弁ＡＶの弁本体は
、それのための縫合リング１１０と同様に、大動脈環帯がより小さいために、この僧帽弁
におけるよりも小さい直径範囲で、提供されている。
【００４３】
図６ａ、７ａおよび７ｂを参照すると、スポンジ部材１１４は、壁１４１およびリブ１４
３により規定される複数のセルまたは空隙１３９を包含し、これらは、この僧帽弁の縫合
１４に関して記述したものと殆ど同じ様式で、このスポンジ部材に対して、増加した可撓
性を提供する。スポンジ部材１１４は、３個の表面（すなわち、癒合面１４０、内部リン
グ面１３２および頂端１４２）により規定される突出した三角形の断面の形状を有し、こ
こで、これらの表面の各々は、それぞれ、角度Ａ、ＢおよびＣにより、分離されている。
壁１４１は、癒合面１４０および内部リング面１３２を規定しているのに対して、頂端１
４２は、セル１３９に対して、開いたままにされる。より大きな弁については、各面の長
さおよびそれに付随した角度は、スポンジ１１４が、突出した三角形領域１３８（これは
、三角形領域１４４を越えて伸長しており、そうでなければ、スポンジ部材１１４の断面
内にて、直角三角形を規定する）を提供するようにされる。図９ｂおよび９ｃで分かるよ
うに、三角形領域１３８は、装着した弁本体の流出側（すなわち、遠位末端ＤＥ）を過ぎ
て突出している。癒合面１４０は、望ましくは、弁の切除後、大動脈環帯の理想的な形状
に似せて成形される。大動脈環帯は、僧帽環帯ほどには著しくなく、そして平面性が低く
（ｌａｓｓ　ｐｌａｎａｒ）、ある程度、ホタテ貝の形状である。
【００４４】
大柄な患者のためのリング１１０の好ましい実施態様では、内部リング面１３２は、およ
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そ６．１７ｍｍの長さを有し、そして内部リング面１３２と癒合面１４０との間の角度Ａ
は、およそ３２．８度である。この癒合面は、内部リング面１３２を越えて、およそ１．
０４ｍｍの距離１３３で伸長し、次いで、約４７．２度の角度Ｃで、頂端１４２と接続す
るように、傾斜している。頂端１４２は、次いで、およそ１１０度の角度Ｂで、およそ３
．１８ｍｍの水平（または放射状）距離１３６で、内部リング面１３２に戻って、傾斜し
ている。これらの寸法は、それゆえ、およそ７．８８ｍｍの長さを有する癒合面１４０を
生じる。また、これらの寸法は、代表的なものにすぎず、添付の特許請求の範囲を超えて
本発明を限定するように解釈すべきではない。
【００４５】
一旦、布１１６が、スポンジ１１４上に縫合されると、これらの寸法は、この布の厚さ（
これは、０．００８インチ（０．２０ｍｍ）と０．０１４インチ（０．３６ｍｍ）の間の
範囲であり得る）に起因して、それに従って、大きくなる。この好ましい実施態様の縫合
リングの全体的に突出した断面領域は、およそ１０．９６８平方ｍｍである。例えば、す
ぐ前で記述した好ましい実施態様では、内部リング面１３２は、およそ６．５ｍｍの長さ
を有し、そして頂端１３６は、およそ４ｍｍの長さを有する。
【００４６】
（小さな大動脈環帯用のリング）
特定の患者（特に、子供）では、大動脈環帯は、極めて小さい。結果として、時には、こ
のような小さな位置へと配置するために特別に合わせたより小さい直径弁および縫合リン
グ（約１９ｍｍまたは２１ｍｍ程度）を使用するのが、有利である。このような小さな環
帯直径を用いても、従来のサイズの弁の環帯内配置は、血流を過度に制限する。結果的に
、図８ａおよび８ｂを参照すると、直角三角形の形状の断面を有するように設計したが環
帯上位置での大動脈環帯との高い癒合を維持するような寸法にしたスポンジ部材２１４を
使用することは、有利である。
【００４７】
先の実施態様と共に記述したスポンジと同様に、スポンジ２１４は、縫合リング２１０の
弾性を高めるために、壁２４１およびリブ２４３により規定されたセルまたは空隙２３９
から成る。その突出した断面形状では、スポンジ２１４は、癒合面２３８、内部リング面
２３６および頂端２３２を有するように、設計されている。内部リング面２３６および癒
合面２３８は、互いに、角度Ｄで配置されている。
【００４８】
頂端２３２は、先に記述した縫合リング１１４の対応する水平距離１３６とほぼ同じ長さ
であり、そして好ましい実施態様において、その寸法は、およそ３．１８ｍｍである。同
じ好ましい実施態様では、内部リング面２３６は、およそ３．６８ｍｍの長さであり、角
度Ｄは、およそ４０．４度に等しく、それにより、癒合面２３８に対して、４．８６５ｍ
ｍの長さが得られる。
【００４９】
（大動脈リング設計）
図９ａ～ｃは、種々のサイズにした環帯用の機械弁Ｖ上にて、種々の設計の本発明の大動
脈弁縫合リング１１０を図示している。ステント１１２およびスポンジ１１４のような、
先に同定した特徴は、類似の数を与えられる。図９ａは、１９ｍｍと２１ｍｍの間の直径
を有する小さな大動脈環帯で使用するための縫合リング１１０’を示す。その織布被覆は
、典型的には、その流出側にて短片１１６ａ、およびその流入側にて長片１１６ｂを備え
る。２個の摩擦制御隆起１５０は、ステント１１２の内部に設けられ、そして弁本体Ｖに
対して、短片１１６ａの一端および長片１１６ｂの一端を圧縮するのに、役立つ。図９ｂ
は、２１ｍｍと２９ｍｍの間の直径を有する大動脈環帯で使用するための縫合リング１１
０’’を示す。その設計は、スポンジ１１４が図７ｂで示したものであって弁本体Ｖの上
に伸長していること以外は、図９ａの縫合リング１１０’と類似している。癒合面１５１
は、このリング軸に対して垂直の平面１５４とのすくい角１５２を、１０°と２０°の間
にする。さらに具体的には、すくい角１５２は、好ましくは、２１ｍｍの環帯に対して、
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１０°であり、そして２３～２９ｍｍの環帯に対して、２０°である。癒合面１５１は、
弁Ｖの流入末端から約１ｍｍの距離１５６で、ステント１１２の軸方向外面と接する。最
後に、図９ｃは、３１ｍｍの大動脈環帯で使用するための弁Ｖおよび縫合リング１１０’
’’を示す。この構造は、約２０°の一定のすくい角を除いて、図９ｂの縫合リング１１
０’’と同一である。また、スポンジ１１４は、流入末端にて、厚くなった領域１５８を
包含し、これは、より大きな環帯に適合するように、このリングの外形を大きくするのに
、役立つ。領域１５８は、望ましくは、シリコーンスポンジ１１４にて、一体形成され、
そして図９ｂの小さいリングの軸距離１５６とほぼ等しい軸寸法を有する。
【００５０】
（僧帽環帯、サイジングおよび移植）
図１０ａは、直径Ｘを有する大動脈環帯１６０を、断面で概略的に図示している。大動脈
環帯１６０は、典型的には、図４ａで示した僧帽環帯ほどに顕著ではないが、それにもか
かわらず、その最も狭いオリフィスにて、基準線１６２を示す。図１０ｂは、弁寸法測定
器１６４を示しており、これは、図９ａの小さな直径の大動脈縫合リング１１０’に類似
の形状にされ、そして測定用に、この環帯内に配置されている。適当な寸法測定器が見出
されると、それに対応した大きさにした弁が、移植用に選択される。図１０ｃは、本発明
の大動脈弁ＡＶおよび縫合リング１１０’を示し、これらは、移植用の環帯１６０に対し
て、環上に配置されている。
【００５１】
（大動脈リングの配置の可撓性）
縫合リング１１０’’または１１０’’’でスポンジ１１４を使用する際の利点の１つは
、それが、この環帯組織を損傷することなく、またはこの外科的手順に困難な工程を追加
することなく、環内または環上のいずれかで、大動脈弁の配置を適応することにある。環
上とは、この弁本体をこの環帯自体の一般に外側に配置することを意味するのに対して、
環内位置とは、この弁本体が、実質的に、この環内に伸長していることを意味する。いず
れかの用途にて、縫合リング１１０は、この僧帽弁配置に関して記述したものとほぼ同じ
ように、環帯組織との高い癒合を与える。これらの利点は、図１１ａ～１１ｄに関して、
最も良く議論されている。
【００５２】
図１１ａは、弁の配置前において、大動脈環帯１６０内の位置での弁寸法測定器１６６を
示す。本発明により、外科医は、寸法測定器１６６により便利に測定された寸法を採用し
て、その必要性に応じて、種々の大きさにした弁を選択できるようになる。すなわち、世
間一般の通念は、弁周囲での漏れの防止を助けるために、人工弁を環内で配置することを
教示している。しかしながら、ある状況では、この漏れの可能性がなければ、環上配置の
方が、より好都合であり得る。図１１ｂは、環上位置に配置された機械弁および大動脈リ
ング１１０’’または１１０’’’を示す。本発明のリングの有利な形状、従順性、圧縮
可能性および弾性のために、それらは、この慣例に従わない位置でさえ、この環帯に一致
し、そして漏れのない癒合を提供する。図１１ｃは、環内位置に穏やかに操作した後の同
じ弁を示す。最後に、図１１ｄは、環内に配置した本発明の大動脈リング１１０’’また
は１１０’’’を有する小型化弁を示す。この弁は、患者の要求に関する外科医の検査に
基づいて、１ｍｍまたは２ｍｍ小型化され得る。以前の縫合リングは、堅すぎたか、およ
び／または種々の移植位置（これは、本発明のリング１１０’’または１１０’’’が可
能にする）の全てに適合するには充分に大きくないかのいずれかであった。
【００５３】
（スポンジ圧縮）
次に、図１２ａおよび１２ｂを参照して、スポンジ１１４の設定は、環上または環内のい
ずれかの移植に関連させると、より良く理解される。図１２ｂでは、スポンジ１１４は、
縫合前の環上位置で示されており、それゆえ、このスポンジは、実質的に、少なくとも上
端にて、その湾曲していない状態で、見える。図１２ａでは、スポンジ１１４は、縫合前
の環内位置で示されており、それゆえ、このスポンジは、さらに小さい環帯サイズを考慮
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するために、湾曲されている。セル１３９を分割するリブ１４３は、放射状に内向きに圧
縮されており、結果として、偏っている。また、各セルの外周壁１４１は、凹んだ形状を
呈する。この様式の偏向により、この縫合リングは、先に記述したように、この縫合リン
グに対して有利な弾性を与えることができる。すなわち、一部の従来のリングは、従順性
を与えたが、弾性または跳ね返りを与えなかった。本発明のリングは、配置前に、この環
帯にうまく適合するだけでなく、環内に配置すると、例えば、この組織と癒合するために
、跳ね出る（ｓｐｒｉｎｇ　ｏｕｔ）。
【００５４】
（大動脈リングの利点）
環上位置で配置された縫合リング１１０（図９ｂまたは９ｃの１１０’’または１１０’
’’）を、図１３ａで描写する。適当な位置に縫合する前に、この縫合リングは、点線（
これは、主な名称と共に部品番号を有する）により示されるように、偏向していない形状
を有し、この縫合リングの重要な部分（これは、突出領域１３８’を含む）が、組織１６
０とは密接に接触していないことを示している。この縫合リングを適当な位置で固定する
ために、縫合リング１１０のこの部分は、隣接組織１６０と噛み合うように引っ張られな
ければならない。スポンジ１１４の上昇した従順性のために、これは、この環帯を過度に
変形することなく、この縫合リングの実線形状で示されるように、容易に行われる。縫合
リング１１４は、縫合リング１１０の癒合面１５１の長さを著しく短くすることなく、そ
して、過度に伸張されて組織１６０に引き込まれることなく、この組織と噛み合うように
容易に引っ張られる。さらに、縫合リング１１０の有利な断面領域のために、癒合領域１
２４は、縫合リング１１０の癒合面１５１の実質的に全長に沿って、伸長する。さらに、
癒合領域１２４は、縫合リング１１０がその偏向していない状態である場合に達せられる
領域と実質的に等しい。
【００５５】
さらに、主に、スポンジ１１４により決定される縫合リングのジオメトリーのために、縫
合リング１１０の縫合プラットホームは、この縫合リングと外科医が縫合１６９を導入し
得る組織１６０中の位置との間の距離１６８が大きくなる。この大きくなった距離は、時
には、「咬合」と呼ばれるが、それにより、綿撒糸を使用することなく、この縫合リング
をこの環帯へと縫合可能となる。
【００５６】
綿撒糸なしで人工大動脈弁を装着するために、外科医が、大動脈環帯組織の約３ｍｍ（放
射状に測定した）の最小「咬合」（この上に、縫合糸が導入され固定される）を付けなけ
ればならないことが、当業者に理解される。このような距離は、大動脈環帯組織がこの縫
合リングの周囲に触れる場所から、この組織が縫合リング１１０の基部またはその近くで
終わる場所までで、測定され得る。このような咬合が、従来のリングを用いて利用可能で
あった場合でさえ、この組織と協同して変形して、各縫合糸に対する応力を低下させる可
撓性および弾性があるものは、なかった。本発明の大動脈リング１１０は、さらに大きな
形状で、このような従順性および弾性を与え、それにより、綿撒糸なしでの装着を可能に
する。
【００５７】
さらに、僧帽リングの実施態様について上で述べたものと同じ利点が、同様に、大動脈弁
１１０に適用できる。さらに具体的には、綿撒糸をなくすこと、および環内または環上で
配置する性能と共に、良好なシールを備えた、より少ない縫合が提供される。最後に、リ
ング１１０の従順性および弾性の性質のために、この弁を移植するとき、各縫合糸には、
より少ない張力を加える必要しかなく、それにより、この縫合糸ループ内にて組織が褥瘡
性潰瘍を生じる可能性が減少する。
【００５８】
これらの利点は、図１３ｂを参照して、うまく理解されるが、これは、環上位置で配置さ
れた硬質テフロンフェルトまたは布のいずれかの充填剤から製造される従来の大動脈環状
縫合リング１７０の使用を示す。この従来の縫合リングは、この縫合リングを著しく変形
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することなく、そして、組織１６０に対して過度の伸張力を誘導することなく、この縫合
リングを下の組織に装着可能にするのに必要な弾性を有しない。さらに、縫合リング１７
０のジオメトリーは、利用可能な癒合領域が既に限定されており、そして、この縫合リン
グが組織との装着を達成するために変形された場合に、なおさらにそうなるようにされる
。見出されるように、癒合領域１７２は、本発明の縫合リング１１０を用いて達成される
癒合領域１２４よりも、ずっと小さい。結果として、外科医には、その上に縫合リング１
７０を装着する少量の組織が残され、それによって、綿撒糸の使用が必要となる。
【００５９】
環内位置で配置された縫合リング１１０（図９ｂまたは９ｃの１１０’’または１１０’
’’）は、図１４ａで描写されている。縫合前では、縫合リング１１０は、外科医により
繊細に操作されて、この環帯へと入れられなければならない（それゆえ、「環内」配置）
。何故なら、このような配置のための環帯は、直径が、この縫合リングの外径よりも小さ
いからである。縫合リング１１０の高い弾性のために、このような配置は、それを取り囲
んでいる環帯組織１６０を不利に圧縮することなく、そして、癒合領域を緩めるように、
この縫合リングを過度に圧縮することなく、達成される。事実、この高い弾性により、縫
合リング１１０は、この環帯組織の外形との良好な適合が可能となり、それにより、この
癒合を高める。従って、この縫合リングのジオメトリーと組み合わせた高い弾性により、
癒合面１５１を非偏向状態としたなら得られたであろうものと実質的に同じ癒合領域１２
５が得られる。上述のように、この組み合わせにより、また、外科医が綿撒糸を使用する
ことなく縫合１７６を導入するための高い咬合１７４が得られる。
【００６０】
この環内配置状況における利点は、図１４ｂを参照して、うまく理解されるが、これは、
図１３ｂに関して述べたものと同じ従来の縫合リング１７０を描写している。縫合リング
１７０の制限された弾性のために、組織１６０は、このリングを環内位置に配置したとき
に、過度に圧縮される。これにより、外科医にとって、この弁を配置する工程がさらに困
難になる。さらに、縫合リング１７０のジオメトリーは、図１４ａの縫合リング１１０と
比較すると、本発明の縫合リング１１０により得られる癒合領域１２５よりも著しく小さ
い癒合領域１７８を生じる。
【００６１】
以下の表Ｉは、市場で入手できる種々の縫合リングと本発明の縫合リングの一例とのサイ
ズ比較である。これらの縫合リングは、以下の出所を有する：
【００６２】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６３】
【表１】
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＊　「使用できる放射状幅」との用語は、この弁本体またはステント構造（そこを通って
、縫合糸が通され得る）から放射状に外向きに伸長している幅である。この用語は、この
弁本体またはステント構造に対する縫合通過の任意の妨害（これは、各リングの絶対幅を
低下させる）を考慮している。
【００６４】
前記従来の縫合リングのいずれも、本発明による大動脈縫合リングの独特のジオメトリー
と高い弾性との組み合わせを提供せず、また、この縫合リングと環帯組織との間の高い癒
合も与えない。
【００６５】
本明細書中で記述し図面で示した例および実施態様は、本発明の現在好ましい実施態様の
みを表す図面を示しており、本発明がその物理的な形態をとり得る全ての可能な実施態様
を網羅して詳細に記述することを意図している訳ではないことが理解される。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】　図１ａは、本発明による僧帽環帯縫合リングの分解透視図であり、これは、
機械弁を想像線で示している。
【図１ｂ】　図１ｂは、図１ａの僧帽環帯縫合の透視組立図である。
【図２ａ】　図２ａは、本発明による僧帽環帯縫合リングで使用されるスポンジの頂部お
よび底部透視図である。
【図２ｂ】　図２ｂは、本発明による僧帽環帯縫合リングで使用されるスポンジの頂部お
よび底部透視図である。
【図２ｃ】　図２ｃは、線２ｃ－２ｃに沿って見た図２ｂのスポンジの断面図である。
【図３ａ】　図３ａは、機械弁および図１ｂの僧帽縫合リングの３つの実施態様の一面の
概略断面図である。
【図３ｂ】　図３ｂは、機械弁および図１ｂの僧帽縫合リングの３つの実施態様の一面の
概略断面図である。
【図３ｃ】　図３ｃは、機械弁および図１ｂの僧帽縫合リングの３つの実施態様の一面の
概略断面図である。
【図４ａ】　図４ａは、僧帽環帯の概略断面図である。
【図４ｂ】　図４ｂは、図１ｂの縫合リングの移植に備えた、僧帽環帯での弁寸法測定器
の概略断面図である。
【図４ｃ】　図４ｃは、僧帽環帯にて、図１ｂの僧帽縫合リングを有する機械弁の概略断
面図である。
【図５ａ】　図５ａは、機械弁および図１ｂの縫合リング（これは、僧帽環帯に配置され
ている）の一面の概略断面図である。
【図５ｂ】　図５ｂは、機械弁および先行技術の縫合リング（これは、僧帽環帯に配置さ
れている）の一面の概略断面図である。
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【図６ａ】　図６ａは、本発明による大動脈環帯縫合リングの分解透視図であり、これは
、機械弁を想像線で示している。
【図６ｂ】　図６ｂは、図６ａの大動脈環帯縫合の透視組立図である。
【図７ａ】　図７ａは、本発明による大動脈環帯縫合リングで使用されるスポンジの透視
図である。
【図７ｂ】　図７ｂは、線７ｂ－７ｂに沿って見た図７ａのスポンジの断面図である。
【図８ａ】　図８ａは、本発明による小さな環帯縫合リングで使用するスポンジのさらに
他の実施態様の透視図である。
【図８ｂ】　図８ｂは、線８ｂ－８ｂに沿って見た図８ａのスポンジの透視図である。
【図９ａ】　図９ａは、機械弁および図６ｂの大動脈縫合リングの３つの実施態様の一面
の概略断面図である。
【図９ｂ】　図９ｂは、機械弁および図６ｂの大動脈縫合リングの３つの実施態様の一面
の概略断面図である。
【図９ｃ】　図９ｃは、機械弁および図６ｂの大動脈縫合リングの３つの実施態様の一面
の概略断面図である。
【図１０ａ】　図１０ａは、大動脈環帯の概略断面図である。
【図１０ｂ】　図１０ｂは、図６ｂで示したものと類似の大動脈縫合リングの移植に備え
て、大動脈環帯での弁寸法測定器の概略断面図である。
【図１０ｃ】　図１０ｃは、大動脈環帯にて、図６ｂの僧帽縫合リングを有する機械弁の
概略断面図である。
【図１１ａ】　図１１ａは、環上位置での図６ｂの大動脈縫合リングの移植に備えて、大
動脈環帯でのさらに他の弁寸法測定器の概略断面図である。
【図１１ｂ】　図１１ｂは、大動脈環帯の環上位置での図６ｂの大動脈縫合リングの概略
断面図である。
【図１１ｃ】　図１１ｃは、大動脈環帯の環内位置での図６ｂの大動脈縫合リングの概略
断面図である。
【図１１ｄ】　図１１ｄは、大動脈環帯の環内位置での図６ｂの小型化大動脈縫合リング
の概略断面図である。
【図１２ａ】　図１２ａは、本発明の縫合リングの織布被覆（これは、圧縮状態で図７ａ
または８ａで示したものと類似した環状スポンジを図示するために、取り除かれた）を備
えた大動脈環帯にて、環内位置で配置された機械弁の平面図である。
【図１２ｂ】　図１２ｂは、大動脈弁環帯にて環上位置で配置された機械弁を備えた図１
２ａと類似の頂部断面図であり、これは、比較的に圧縮していない状態で、環状スポンジ
を示している。
【図１３ａ】　図１３ａは、機械弁および図９ａまたは９ｃの縫合リング（これは、大動
脈弁環帯にて、環上位置で配置された）の片側の概略断面図である。
【図１３ｂ】　図１３ｂは、機械弁および先行技術の縫合リング（これは、大動脈弁環帯
にて、環上位置で配置された）の片側の概略断面図である。
【図１４ａ】　図１４ａは、機械弁および図９ｂまたは９ｃの縫合リング（これは、大動
脈弁環帯にて、環内位置で配置された）の片側の概略断面図である。
【図１４ｂ】　図１４ｂは、機械弁および先行技術の縫合リング（これは、大動脈弁環帯
にて、環内位置で配置された）の片側の概略断面図である。
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【 図 １ ａ 】 【 図 １ ｂ 】

【 図 ２ ａ 】

【 図 ２ ｂ 】

【 図 ２ ｃ 】

【 図 ３ ａ 】

【 図 ３ ｂ 】

【 図 ３ ｃ 】
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【 図 ４ ａ 】

【 図 ４ ｂ 】

【 図 ４ ｃ 】

【 図 １ ０ ａ 】

【 図 １ ０ ｂ 】

【 図 １ ０ ｃ 】

【 図 ５ ａ 】

【 図 ５ ｂ 】
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【 図 ６ ａ 】 【 図 ６ ｂ 】

【 図 ７ ａ 】

【 図 ７ ｂ 】

【 図 ８ ａ 】

【 図 ８ ｂ 】
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【 図 ９ ａ 】

【 図 ９ ｂ 】

【 図 ９ ｃ 】

【 図 １ １ ａ 】

【 図 １ １ ｂ 】

【 図 １ １ ｃ 】

【 図 １ １ ｄ 】

【 図 １ ２ ａ 】
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【 図 １ ２ ｂ 】

【 図 １ ３ ａ 】

【 図 １ ３ ｂ 】

【 図 １ ４ ａ 】

【 図 １ ４ ｂ 】
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