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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カテーテルであって、
　近位部と、
　遠位部と、
　前記近位部の遠位端および前記遠位部の近位端に結合される脱離機構であって、前記脱
離機構は、前記遠位部を前記近位部との係合から解放させるために、ユーザによって選択
的に起動され、前記脱離機構は、前記近位部から延在する複数の加熱要素をさらに備え、
前記複数の加熱要素は、前記遠位部上の第１のリングの近位に面した溝内に位置付けられ
る、脱離機構と
　を備える、カテーテル。
【請求項２】
　前記脱離機構は、前記第１のリングおよび前記複数の加熱要素に固定される接着剤を備
える、請求項１に記載のカテーテル。
【請求項３】
　前記複数の加熱要素は、矩形形状であり、前記第１のリングの溝内に位置付けられる、
請求項２に記載のカテーテル。
【請求項４】
　前記脱離機構は、第２のリングおよび第３のリングをさらに備え、前記第２のリングは
、前記近位部の前記遠位端に結合され、前記第３のリングは、前記遠位部の前記近位端に
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結合され、前記第２のリングは、前記複数の加熱要素のそれぞれの第１の端部と電気的に
接触し、前記第３のリングは、前記複数の加熱要素のそれぞれの第２の端部と電気的に接
触する、請求項２に記載のカテーテル。
【請求項５】
　前記脱離機構は、前記接着剤を溶解して前記遠位部を前記近位部との係合から解放させ
るために、ユーザによって選択的に起動される、請求項２に記載のカテーテル。
【請求項６】
　前記複数の加熱要素は、２つの加熱要素を含む、請求項２に記載のカテーテル。
【請求項７】
　前記脱離機構は、遠位導電性リングと近位導電性リングとをさらに備え、前記遠位導電
性リングおよび前記近位導電性リングの両方は、電流を選択的に供給され、前記遠位導電
性リングは、前記近位部の前記遠位端に結合され、前記近位導電性リングは、前記遠位部
の前記近位端に結合され、前記複数の加熱要素のそれぞれは、前記遠位導電性リングに、
および、前記近位導電性リングに電気的に接続される、請求項２に記載のカテーテル。
【請求項８】
　前記複数の加熱要素のうちの１つは、第１の電気ワイヤに、および、第２の電気ワイヤ
に接続され、その結果、前記複数の加熱要素のうちの前記１つは、前記遠位導電性リング
に、および、前記近位導電性リングに電流を供給する、請求項７に記載のカテーテル。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願）
　本出願は、「Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する２０１３年１２月２０日に出
願された米国仮出願番号第６１／９１９，６４３号に基づく優先権を主張しており、この
仮出願は、その全体が本明細書によって本明細書中に参考として援用される。
【０００２】
　（発明の背景）
　血管内手技は、典型的には、治療剤を治療部位に送達するために、カテーテルを使用す
る。時として、カテーテルが治療部位で突き刺さする危険性が存在し得る。一つの例は、
液体塞栓剤の送達中である。液体塞栓剤は、経時的に硬化する、あるタイプの生体適合性
糊と考えることができ、血管系内の特定の部位を塞栓させるために使用される。液体塞栓
剤の送達中、カテーテル中またはカテーテル周囲への塞栓剤の逆流は、血管系内でのカテ
ーテルの膠着をもたらし得る。したがって、血管系内で膠着するとき、安全かつ容易にカ
テーテルを抜き出す方法を伴って設計される、カテーテルの必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　加熱区分または脱離可能区分を伴うカテーテルが説明され、これら区分は、患者の血管
系内に展開された塞栓材料内で膠着するとき、カテーテルを解放することに役立つ。一実
施形態では、医師がカテーテルを加熱し、カテーテルをそうでなければ捕捉し得る任意の
塞栓材料を溶解することを可能にするように、加熱デバイスが、カテーテルの遠位端に位
置する。別の実施形態では、ある機構が、カテーテルの遠位端を、これが患者の血管系内
に展開された塞栓材料内で膠着状態になる場合、選択的に脱離させるために提供される。
【０００４】
　本発明は、塞栓剤送達カテーテル、脱離可能先端バルーンカテーテル、脱離可能嚢状内
デバイス、依然としてガイドワイヤ上にありながら脱離し得る、迅速交換システム、ステ
ントシステム、閉鎖デバイス、頸部ブリッジデバイス、およびコイルインプラントとして
の実施形態のいずれかの使用を想定する。
【０００５】
　一実施形態では、その遠位端の近傍にヒータコイルを有するカテーテルが、開示される
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。
【０００６】
　一実施形態では、カテーテルは、導電性トレースヒータを含む。
【０００７】
　別の実施形態では、カテーテルは、接着剤接続を溶解し、脱離可能区分を脱離させるた
めに使用される、導電性トレースヒータを含む。
【０００８】
　一実施形態では、器具が装備されたカテーテルは、カテーテルに沿って器具構成要素に
接続する回路要素としての導電性トレースを利用する。
【０００９】
　別の実施形態では、接着剤を介して、近位カテーテル部に接続される、遠位端部を有す
るカテーテルが、開示される。近接する部分におけるヒータコイルが、接着剤を溶解し、
遠位部を近位部から分離させるために起動されることができる。
【００１０】
　別の実施形態では、液体に暴露されると分解し得る、接合材料を介して、近位カテーテ
ル部に接続される、遠位端部を有するカテーテルが、開示される。接合材料の暴露は、電
気的に制御されるカシーウェンゼル（Ｃａｓｓｉｅ－Ｗｅｎｚｅｌ）湿潤遷移材料、ヒー
タコイルが起動されると溶解するフィルム、または電流が印加されると収縮するヒドロゲ
ル層によって制御されることができる。
【００１１】
　別の実施形態では、複数のテザーまたはモノフィラメントを介して、近位カテーテル部
に接続される、遠位端部を有するカテーテルが、開示される。テザーは、１つまたはそれ
を上回るヒータコイルを起動させることによって、破壊されることができる。
【００１２】
　別の実施形態では、複数のピストン部材を介して、近位カテーテル部に接続される、遠
位端部を有するカテーテルが、開示される。近傍のヒータが起動されると、ピストンは、
作動し、それによって、カテーテル上の係止機構を係止解除する。
【００１３】
　別の実施形態では、複数のモノフィラメントのテザーを介して、近位カテーテル部に接
続される、遠位端部を有するカテーテルが、開示される。テザーは、加熱されると、形状
を変化させ、テザーを破壊する、２つの形状変化構成要素間に接続される。
【００１４】
　別の実施形態では、温度感受性ばね部材によって制御される係止機構を介して、近位カ
テーテル部に接続される、遠位端部を有するカテーテルが、開示される。加熱されると、
ばね部材は、移動し、係止機構を係止解除し、それによって、遠位端部を解放する。
【００１５】
　別の実施形態では、ヒューズ部材を介して、近位カテーテル部に接続される、遠位端部
を有するカテーテルが、開示される。電力がヒューズ部材に印加されると、ヒューズは、
破壊され、それによって、遠位端部を解放する。
【００１６】
　別の実施形態では、カテーテルを使用する方法が、想定される。例えば、カテーテルは
、治療部位に前進されることができ、塞栓材料が、カテーテルの遠位先端から展開される
ことができる。カテーテルが塞栓材料内で膠着状態になる場合、医師は、塞栓材料を部分
的に溶解するために、カテーテルの遠位端におけるヒータを起動させるか、またはカテー
テルの遠位端を脱離させるために、脱離機構を起動させるかのいずれかを行うことができ
る。最後に、カテーテルは、患者から除去されることができる。
　本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　カテーテルであって、
　近位部と、
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　遠位部と、
　前記近位部の遠位端および前記遠位部の近位端に結合される、脱離機構であって、前記
遠位部を前記近位部との係合から解放させるために、ユーザによって選択的に起動される
、脱離機構と、を備える、カテーテル。
（項目２）
　前記脱離機構はさらに、
　液体に暴露されると分解する、接合材料と、
　前記接合材料を流体に選択的に暴露させる、膜と、を備える、項目１に記載のカテーテ
ル。
（項目３）
　前記接合材料を流体に選択的に暴露させる前記膜は、電流が印加されると、カシーウェ
ンゼル湿潤遷移を介して、流体に透過性となる、項目２に記載のカテーテル。
（項目４）
　前記膜は、これに電流が印加されると収縮性となる、ヒドロゲルである、項目２に記載
のカテーテル。
（項目５）
　前記膜は、これに電流が印加されると、溶解する、項目３に記載のカテーテル。
（項目６）
　前記接合材料は、ＮａＣｌである、項目２に記載のカテーテル。
（項目７）
　前記膜は、前記カテーテルの外面上に位置する、項目２に記載のカテーテル。
（項目８）
　前記膜は、前記カテーテルの管腔の表面上に位置する、項目２に記載のカテーテル。
（項目９）
　前記脱離機構は、
　複数の加熱要素と、
　第１のリングと、
　前記リングおよび前記複数の加熱要素に固定される、接着剤と、を備える、項目１に記
載のカテーテル。
（項目１０）
　前記複数の加熱要素は、前記第１のリングの溝内に位置付けられる、項目９に記載のカ
テーテル。
（項目１１）
　第２のリングおよび第３のリングをさらに備え、前記第２のリングは、前記加熱要素の
それぞれの第１の端部と電気的に接触し、前記第３のリングは、前記加熱要素のそれぞれ
の第２の端部と電気的に接触する、項目１０に記載のカテーテル。
（項目１２）
　前記脱離機構は、
　前記カテーテルの周囲に円周方向に位置し、前記近位部に接続される第１の端部と、前
記遠位部に接続される第２の端部とを有する、複数のテザーと、
　ヒータコイルの起動が前記複数のテザーを破壊するように、前記複数のテザー部材の近
傍に位置する、前記ヒータコイルと、を備える、項目１に記載のカテーテル。
（項目１３）
　前記ヒータコイルは、複数の湾曲部によって接続される、複数のコイル状部を含む、項
目１２に記載のカテーテル。
（項目１４）
　前記コイル状部は、それぞれ、前記複数の湾曲部のうちの１つの周囲に配置される、項
目１３に記載のカテーテル。
（項目１５）
　前記脱離機構はさらに、
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　第１のリングと、
　前記第１のリングと接触する、第２のリングと、
　前記第２のリングと接触する、第３のリングと、
　を備え、前記第２のリングは、電流が前記第１のリングおよび前記第２のリングに印加
されると、急速なガルバニック腐食を介して、犠牲アノードとして作用するように構成さ
れる、項目１に記載のカテーテル。
（項目１６）
　前記脱離機構はさらに、
　複数のピストン部材と、
　ヒータコイルと、
　を備え、前記ヒータコイルの起動は、前記ピストン部材を作動させる、項目１に記載の
カテーテル。
（項目１７）
　前記ピストン部材はそれぞれ、拡張可能材料とピンとを含むピストン筐体を含む、項目
１６に記載のカテーテル。
（項目１８）
　前記脱離機構はさらに、
　体温における第１の形状と、体温を上回って加熱されるときの第２の形状とを有する、
第１のリングと、
　複数のテザー部材と、
　を備え、前記第１の形状から前記第２の形状への遷移は、前記テザーを破壊する、項目
１に記載のカテーテル。
（項目１９）
　前記第１のリングは、第１の側上の第１の金属と、第２の側上の第２の金属を含む、項
目１８に記載のカテーテル。
（項目２０）
　前記第１のリングは、そのオーステナイト相に遷移すると、形状を変化させるニチロー
ルを含む、項目１９に記載のカテーテル。
（項目２１）
　前記脱離機構はさらに、
　円形ばね部材と、
　ラッチ機構と、
　を備え、前記円形ばね部材は、ラッチ機構を、体温において第１の係止位置に、および
体温を上回る温度において第２の係止解除位置に維持する、項目１に記載のカテーテル。
（項目２２）
　前記円形ばね部材は、複数の係止ピンと係止および係合解除される、複数の開口を有す
るリングを回転させる、項目２１に記載のカテーテル。
（項目２３）
　前記円形ばね部材は、第１の側上の第１の金属と、第２の側上の第２の金属とを含む、
項目２２に記載のカテーテル。
（項目２４）
　前記円形ばね部材は、ニチロールを含む、項目２２に記載のカテーテル。
（項目２５）
　前記脱離機構は、前記近位部および前記遠位部に固定される、ヒューズ部材を備え、前
記ヒューズ部材は、電流供給と選択的に電気通信する、項目１に記載のカテーテル。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、加熱カテーテルシステムを例証する。
【００１８】
【図２】図２は、加熱カテーテルシステムの近位部を例証する。



(6) JP 6338670 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

【００１９】
【図３】図３は、本システムがカテーテルの外面上に置かれるヒータを利用する、加熱カ
テーテルシステムの遠位部を例証する。
【００２０】
【図４】図４は、加熱カテーテルシステムの別の実施形態の遠位部を例証する。
【００２１】
【図５】図５－６は、接着剤およびヒータを利用する、脱離可能カテーテル区分を例証す
る。
【図６】図５－６は、接着剤およびヒータを利用する、脱離可能カテーテル区分を例証す
る。
【００２２】
【図７】図７は、加熱カテーテルシステムの別の実施形態を例証する。
【００２３】
【図８】図８は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証する。
【００２４】
【図９】図９は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証する。
【００２５】
【図１０】図１０－１３は、図９のカテーテルの脱離システムの種々の構成要素を例証す
る。
【図１１】図１０－１３は、図９のカテーテルの脱離システムの種々の構成要素を例証す
る。
【図１２】図１０－１３は、図９のカテーテルの脱離システムの種々の構成要素を例証す
る。
【図１３】図１０－１３は、図９のカテーテルの脱離システムの種々の構成要素を例証す
る。
【００２６】
【図１４】図１４は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証する。
【００２７】
【図１５】図１５は、図１４の脱離システムのヒータコイルを例証する。
【００２８】
【図１６】図１６は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証する。
【００２９】
【図１７】図１７－１８は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証す
る。
【図１８】図１７－１８は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証す
る。
【００３０】
【図１９】図１９は、図１７－１８からのカテーテルの脱離システムのピストン部材を例
証する。
【００３１】
【図２０】図２０は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証する。
【００３２】
【図２１】図２１－２２は、図２０の脱離システムの断面図を例証する。
【図２２】図２１－２２は、図２０の脱離システムの断面図を例証する。
【００３３】
【図２３】図２３は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証する。
【００３４】
【図２４】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【図２５】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
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例証する。
【図２６】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【図２７】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【図２８】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【図２９】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【図３０】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【図３１】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【図３２】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【図３３】図２４－３３は、図２３のカテーテルからの脱離システムの種々の構成要素を
例証する。
【００３５】
【図３４】図３４は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証する。
【００３６】
【図３５】図３５－３６は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証す
る。
【図３６】図３５－３６は、脱離可能先端を有する、カテーテルの別の実施形態を例証す
る。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　（実施形態の説明）
　説明される図の目的として、左側のアイテムは、概して、右側のアイテムに対して近位
に位置すると見なされ、右側のアイテムは、逆に、左側のアイテムに対して遠位に位置す
ると見なされる。
【００３８】
　説明される実施形態のいくつかは、導電性トレースを利用する。導電性トレースは、デ
バイスにわたってトレースされ得る、導電性流体であり、導電性インクと見なされること
ができる。導電性トレースは、ポリマーバインダ内でアマルガムにされた、微細な金属粉
末を含む。ポリマーバインダの接着性質は、導電性トレースが種々の表面上に堆積される
ことを可能にする。トレースが経路に描かれると、これは、導電性の電流伝搬流路を提供
する。それらは、供給源と受信機との間に電流を伝達させるために使用されることができ
、（例えば）正および負電圧源を有する回路中に統合されることができる。参照すること
によってその全体として本明細書に組み込まれる、米国特許第４４８５３８７号、米国特
許第７２２４２５８号、米国特許第７７３６５９２号を参照されたい。マイクロペン、パ
ッド印刷、バブルジェット（登録商標）、スクリーニングプロセス、またはカテーテル押
出成形中の圧延堆積等の堆積技法が、導電性トレースをカテーテル表面上に堆積させるた
めに使用されることができる。
【００３９】
　図１は、カテーテル２と、本システムの近位端におけるｙコネクタハブ４と、本システ
ムの遠位端におけるヒータ６とを含む、加熱カテーテルシステムを示す。本システムはさ
らに、近位接点７と、遠位接点８とを含み、これらは、ボタン１２等のユーザインターフ
ェースを含む、電圧源１０に接続される。図１では、近位接点７は、正電荷を有する（電
圧源の正極端子に連結される）ものとして示される一方、遠位接点８は、負電荷を有する
（電圧源の負極端子に連結される）ものとして示される。
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【００４０】
　別の実施例では、接点の極性は、逆転される（すなわち、近位接点７が、負極端子に接
続され、遠位接点８が、正極端子に接続される）ことができる。ボタン１２は、電流をヒ
ータに送電することによって、このヒータ６を加熱するために係合されることができる。
代替構成では、電圧源１０は、カテーテル２の物理的に上の接点７、８にわたって直接位
置することができる。本構成では、コントローラは、カテーテル上の接点７、８と相互作
用するために、対応する端子および回路を含むことができる。
【００４１】
　図２は、図１に示されるシステムの近位端の断面図を示す。カテーテル２は、（より太
い線の領域によって示される）内側カテーテルライナ１８と、外側カテーテルジャケット
２０とを含む。この内側カテーテルライナ１８は、カテーテルハブ４を通して延設されて
もよく、カテーテル２の残部を通して延在する。ＰＴＦＥが内側ライナ１８のために使用
される一方、ポリエーテルブロックアミドが外側カテーテルジャケット２０のために使用
される等、ポリマーが、ライナ１８とジャケット２０との両方のために使用されてもよい
。
【００４２】
　電圧源の正極端子は、近位接点７に接続する。一実施例では、近位接点７は、導電性め
っきハイポチューブから作製されることができる。このハイポチューブは、カテーテルの
遠位部まで延設される導電性トレース１６にわたって位置する。導電性トレース１６は、
内側カテーテルライナ１８上に延設される。ハイポチューブは、トレースにわたって固結
されることができ、固結剤（ｃｅｍｅｎｔ）１４は、導電性エポキシ樹脂含むことができ
る。一実施例では、説明されるように、ハイポチューブは、トレース１６にわたって直接
位置する。
【００４３】
　（図２に示されるような）別の実施例では、ハイポチューブは、２つの要素間の導電性
ブリッジとして作用する、導電性エポキシ樹脂１４によって、トレース１６に接続する。
これらの構成では、ハイポチューブは、内側カテーテル層上に位置するであろう。代替構
成では、内側カテーテル層と外側カテーテルジャケットとの間に電流供給を提供するため
に、ダクトが、外側カテーテル層を通して穿設されることができ、導電性エポキシ樹脂が
、このダクト内に置かれることができる。ハイポチューブは、次いで、外側カテーテル表
面上に置かれることができる。
【００４４】
　導電性トレース１６は、内側ライナ１８に沿って、カテーテルの遠位部に至るまで延設
される。遠位接点８が、カテーテル２の外側ジャケット２０にわたって固定される導電性
トレースから形成されてもよく、電圧源の負極端子に接続される。図に示されるように、
導電性トレース９の一部が、螺旋形状を形成し、次いで、カテーテル２の長さに沿って長
手方向に延在することができる。一実施例では、この螺旋領域は、長さが約１センチメー
トルである。近位接点７が正極性を有し、遠位接点８が負極性を有する場合、トレース１
６は、電流を供給するように作用し、トレース９は、電流を返すように作用し得る。
【００４５】
　図３は、カテーテル２の遠位部を示す。導電性トレース１６が、カテーテル２の遠位部
への内側カテーテルライナ１８に沿って位置する。図２および３に示される構成に関して
、導電性トレース１６は、正電荷を有し、したがって、電流を供給する（但し、前述され
るように、接点７、８の極性は、逆転され得る）。導電性トレースヒータ６が、カテーテ
ルの遠位部に、螺旋形状において、カテーテル２の外側ジャケット２０にわたって位置す
る。緊密な螺旋構成は、螺旋を通しての近接した電流の進行経路および本区分を通しての
抵抗増加に起因して、電流が通過するにつれて熱生成を助長する。
【００４６】
　螺旋／コイル状構成６の端部において、導電性トレース９が、カテーテル２に沿って長
手方向に延在する。トレース９は、図２に示されるような遠位接点８に戻るように近位に
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延在する。一実施例では、ヒータ６の巻線のトレース幅２４は、約０．００２インチ～０
．００５インチであり得る。一実施例では、ヒータ長２６は、約１～２ｃｍであり得る。
一実施例では、少なくとも２００ミリアンペアの電流が、ヒータコイル６に対して所望さ
れる。導電性トレースにおいて使用されるトレース幅、ヒータ長、および導電性材料は、
可変であり、これらは、ヒータ電流に影響を及ぼし得る。一実施例では、ヒータ巻線幅２
４は、供給および帰路トレース導体９ならびに１６よりも薄く、そのため、ヒータ６の抵
抗は、供給および帰路トレース９ならびに１６の抵抗を上回る。
【００４７】
　導電性トレース１６とヒータ６とを接続するために、ダクト２２が、外側カテーテルジ
ャケット２０を通して穿設される。トレース１６をヒータ６に接続するために、導電性エ
ポキシ樹脂が、このダクトを通して置かれ、したがって、（内側カテーテルライナ１８上
に位置する）トレース１６から、（外側カテーテルジャケット２０上に位置する）ヒータ
６への電流経路を提供することができる。近位接点７が正であり、遠位接点８が負である
場合、電流は、近位接点７から、導電性エポキシ樹脂１４に、かつ導電性トレース１６に
、かつカテーテルの遠位部に至るまで流れる。電流は、次いで、導電性エポキシ樹脂１４
を通して、かつダクト２２を通してヒータ６に流れ、次いで、導電性トレース９を通して
、遠位接点８に戻る。
【００４８】
　ユーザが、電気パルスを起動させるために電圧源１０上のボタン１２を押すことによっ
て、ヒータ６の加熱を開始することができる。電流パルスは、次いで、すぐ上で規定され
た様式において、本システムを通して進行する。一実施例では、コントローラからのＤＣ
電気パルスは、調整された電流出力およびパルス持続時間（すなわち、０．５～３秒）を
有し得る。一実施例では、パルス持続時間は、カテーテル加熱要素６の表面における一時
的な加熱効果が、華氏約１６５度を超えないように整調される。別の実施例では、交流電
圧源が、使用される。
【００４９】
　電圧源１０が説明されているが、本デバイスは、電圧源およびインパルス機構（ボタン
１２）を含む、コントローラシステムを含むことができる。参照することによってそれら
の全体として本明細書に組み込まれる、米国特許第８１８２５０６号および米国特許第２
００６０２００１９２号が、そのようなコントローラを利用するインプラント脱離システ
ムを説明する。それらの参考文献に説明されるコントローラは、本書に説明されるシステ
ム／複数のシステムにおいて使用されてもよい。一実施例では、電圧源１０は、９ボルト
のバッテリを使用することができる。別の実施例では、１つまたはそれを上回る３ボルト
のバッテリが、使用されることができる。別の実施例では、複数の９ボルトのバッテリが
、使用されることができる。別の実施例では、３つの３ボルトのバッテリが、使用される
ことができる。電圧源は、ユーザのためのハンドヘルドユニットとして、カテーテルハブ
４の近位に位置してもよい。代替として、電圧源は、カテーテル上に搭載される、カテー
テルハブのすぐ遠位に位置してもよい。本構成では、コントローラは、カテーテル上の接
点７、８と相互作用するために、対応する端子および回路を含むことができる。
【００５０】
　別の実施形態では、ヒータ６は、金属ヒータコイルであってもよい。導電性エポキシ樹
脂が、ヒータコイルを導電性トレース９に接続するために使用されてもよい。
【００５１】
　図４は、概して、図１－３の前述される実施形態に類似する、加熱カテーテルシステム
の実施形態を例証する。導電性トレース１６は、金属ヒータコイル２８に接続する内側カ
テーテル層上に位置し、これもまた、内側カテーテル層上に位置する。一実施例では、導
電性エポキシ樹脂が、要素１６をコイル２８に接続するために使用される。このコイル２
８は、カテーテルの遠位部に沿って延在する。ダクト２２が、コイル２８の遠位部に存在
し、カテーテルの外側ジャケット２０を通る通路またはボアから形成される。トレース９
が、ジャケット２０の外面上に位置し、ダクト２２内の導電性エポキシ樹脂によって、コ
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イル２８に接続される。電流経路（トレース１６が正極端子に接続され、トレース９が負
極端子に接続されると仮定する）は、近位接点７から、導電性エポキシ樹脂１４に、かつ
導電性トレース１６に、かつコイル２８に延設され、すべての要素は、内側カテーテル層
上にある。電流は、次いで、ダクト２２内の導電性エポキシ樹脂を通して、帰路トレース
９に進行し、遠位接点８に戻り、トレース９および遠位接点８は、外側カテーテルジャケ
ット上に位置する。
【００５２】
　上記に提示される実施形態では、導電性エポキシ樹脂は、要素間に、および／またはカ
テーテルの異なる層上の要素間に導電性経路を提供するためのブリッジ機構として説明さ
れる。エポキシ樹脂以外の他の導電性材料が、使用されてもよい。
【００５３】
　図１－４に提示される加熱カテーテル実施形態は、塞栓剤がカテーテルの外面の周囲で
硬化し、したがって、血管系内にカテーテルを捕捉する状況に対して有用となり得る。ヒ
ータは、塞栓剤を溶解するように機能し、したがって、カテーテルが解放されることを可
能にする。議論されるヒータは、カテーテルの長さに沿った複数の場所においても同様に
利用され得る。
【００５４】
　概して、導電性トレースは、トレースの融点までヒータとして動作し得るのみであるた
め、固体金属材料（すなわち、ヒータコイル）が、導電性トレースよりも高い動作温度を
有する。しかしながら、導電性トレースは、固体ハイポチューブまたはコイルに対して、
カテーテル上でより少ない空間を占め、したがって、固体金属材料を利用するカテーテル
と比較して、カテーテルの全体的外形を減少させ、該カテーテルの剛性を減少させる。し
たがって、ヒータがカテーテルの外側上にある、図３に示される実施形態に関して、導電
性トレースは、カテーテルの外側上に膠着する任意の塞栓剤を溶解するために十分であり
得る。ヒータが内側カテーテル層上に置かれる、図４の実施形態に関して、生成される任
意の熱は、これがカテーテルと接触する塞栓剤を溶解し始め得る前に、外側カテーテル層
を通して伝達しなくてはならない。したがって、より高い温度に到達し得るヒータ（すな
わち、金属ヒータコイル）が、所望され得る。
【００５５】
　多くのカテーテル設計は、カテーテルが血管系を進むにつれて、これに構造的安定性を
提供するために、コイルを利用する。したがって、本明細書に説明されるヒータコイル実
施形態は、構造的補強のためにコイルまたは金属層をすでに利用しているカテーテルにお
いて利用されることができる。種々の回路要素（導電性トレースおよび／または導電性ハ
イポチューブ、ならびに同等物）は、したがって、ヒータコイルを作成するために、既存
の構造的コイル要素と組み合わせられることができる。同様に、ヒータコイルは、構造的
安定性だけではなく、熱をカテーテルに提供し得る。
【００５６】
　図５－６は、カテーテル５の主要本体の遠位端にわたって嵌合し、ヒータ６の起動によ
って切断され得る、遠位の脱離可能管状区分３０を利用する、加熱カテーテル５の別の実
施形態を示す。ヒータが起動されるにつれて、区分３０は、直径が拡張し、接着剤３２を
破壊する。好ましくは、区分３０は、接着剤３２を介して、カテーテル５の遠位端部に接
続される。遠位の脱離可能区分３０が塞栓剤送達中に膠着する場合、これは、脱離され、
患者内の塞栓材料内に残されることができる一方、カテーテル５の残りの部分は、除去さ
れる。一実施例では、ヒータ６は、導電性トレースを利用し、華氏約１２０～１６０度の
温度に到達する。一実施例では、金属ヒータコイルが、ヒータ６として使用される。接着
剤３２は、理想的には、比較的低い溶解温度（例えば、華氏約１２０～１６０度）を有す
る。
【００５７】
　想定される別の実施形態は、ヒータ６のために金属ヒータコイルを利用するであろう。
脱離可能区分３０が、含まれるが、いかなる接着剤も、使用されない。代わりに、非常に
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軟質の材料から作製される収縮チューブ（例えば、架橋ポリオレフィン）が、ヒータコイ
ル上に置かれる。一実施例では、この収縮チューブに対するデュロメータは、３０Ｄ未満
である。材料の軟性に起因して、これは、金属ヒータコイルの表面に一致し、特に、コイ
ルが熱を生成するにつれて、コイルに接着し得る。
【００５８】
　脱離可能区分３０は、好ましくは、最初に、カテーテルの直径よりもわずかに大きい管
状形状を有する。区分３０は、収縮チューブにわたって置かれ、好ましくは、高度の形状
記憶性を有する。高度の形状記憶性は、高面積ドローダウン比を利用することによって、
脱離可能区分に付与されることができる。ドローダウン比とは、押出成形されたプラスチ
ック溶融体の断面積と、最終製品の断面積との比率である。高ドローダウン比とは、２つ
の面積間の有意な差異を意味し、最終製品（脱離可能区分）が、より高次の事前処理され
た断面積から留保される、高度の形状記憶性を留保し得ることを意味する。脱離可能区分
が下層ヒータコイルから加熱されるにつれて、脱離可能区分は、その拡張された、プリセ
ットされた形状記憶形状に戻り、したがって、コイルおよび収縮チューブから脱離し得る
。代替構成では、いかなる収縮チューブも、利用されず、脱離可能区分は、ヒータコイル
に直接重ねて置かれる。
【００５９】
　先の実施形態におけるような要素９および１６は、導電性トレースから作製されること
ができる。一実施例では、トレース９は、内側カテーテルライナ表面上にあり、トレース
１６は、外側ジャケット上にある。別の実施例では、両方のトレースは、内側カテーテル
ライナ表面上に位置する。別の実施例では、両方のトレースは、外側カテーテルジャケッ
ト上に位置する。一実施例では、これらのトレースは、外側カテーテルジャケットの外部
に位置する。別の実施例では、トレースのうちの１つまたはそれを上回るものは、カテー
テルを通して延設されてもよい。代替として、導電性めっきハイポチューブが、使用され
ることができる。代替として、導電性ワイヤが、使用されることができる。ヒータが熱を
生成すると、生成された熱は、脱離可能区分を、これがヒータおよびヒータに重ねて置か
れる収縮管類から脱離するまで、拡張させ得る（内側直径は、拡張する一方、長さは、縮
小し得る）。収縮管類は、管類の軟性および適合性に起因して、ヒータとともに留まる。
脱離可能区分３０が完全に脱離すると、カテーテルの残部は、引き離され、したがって、
塞栓剤質量とともに脱離可能区分３０を残すことができる。
【００６０】
　図７は、構造的要素とヒータとの両方として作用する、コイル２８を利用するカテーテ
ル１１の別の実施形態を示す。説明される導電性トレース／回路は、カテーテルの構造的
完全性もまた助長する、ヒータコイルを作成するために、構造的コイルとともに利用され
得る。導電性トレース３４、３６は、内側カテーテルライナ１８上に位置する。例の目的
として、トレース３４は、（正に極化された）供給電流であり、トレース３６は、（負に
極化された）帰路電流である。帰路トレース３６が、トレース３６の上部の非導電性材料
３８によって、その長さの大部分にわたって絶縁されるが、導電性トレース３６の遠位部
を暴露させたまま残す。コイル２８が、内側ライナ１８にわたって巻着され、トレース３
４、３６に接続される。外側カテーテルジャケット２０は、内側層１８およびコイル２８
にわたって位置付けられ、層は、上昇温度および圧縮の適用を介して、ともに融合される
。融合作用は、トレースをコイル２８に相互接続する役割を果たし、したがって、付加的
な電気相互接続の任意の必要性を排除する。
【００６１】
　コイル２８は、トレースへの接続に起因して、ヒータとして作用し、トレースは、順に
、電圧源に接続されることができる。カテーテル１１の内側層１８上にあるコイル２８は
、カテーテルに構造的安定性を提供するのみならず、ヒータとしても作用する。カテーテ
ル１１の遠位部が塞栓剤質量に膠着する場合、ヒータ２８は、カテーテル１１の表面にお
いて任意の液体塞栓剤を溶解するように起動され、したがって、カテーテル１１を解放す
ることに役立つことができる。
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【００６２】
　本明細書に議論される金属ヒータコイルは、一実施例では、電流がコイルを通して進行
するにつれて、電流の抵抗を増加させ、したがって、コイル温度を上昇させるために、高
電気抵抗材料から作製されてもよい。所望される温度範囲等の要因が、材料選択に影響を
及ぼすであろう。塞栓剤を溶解するために十分に高いが、カテーテルにおいて使用される
実際のポリマー材料を溶解するほど十分に高くはない温度が所望されるであろうため、温
度は、材料選択において重要な要因である。
【００６３】
　図２－４および７に説明される実施形態は、塞栓剤を溶解するために、カテーテルの一
部を加熱する加熱要素と、電流を加熱要素に伝達するために使用され得る、必須の回路（
すなわち、導電性トレース）とを利用する。本技術は、いくつかの類似する用途に対して
使用されることができる。別の実施形態では、導電性トレースは、電流をセンサ（すなわ
ち、温度センサまたは圧力センサ）に運ぶために使用されてもよく、該センサは、加熱要
素に取って代わる。前述されるような導電性トレースは、電流流路をセンサに提供するた
めに使用されることができる。したがって、温度および／または圧力を測定することが可
能である、器具が装備されたカテーテルを作成し得、これは、導電性トレース回路要素に
起因して、最小限の剛性を有する。
【００６４】
　説明されるいくつかの実施形態は、回路要素として導電性トレースを利用する。異なる
実施形態が、これらの導電性トレースに取って代わるための、種々の導電性要素（導電性
ハイポチューブ、有線回路要素等）を利用し得る。代替として、種々の導電性要素（導電
性ハイポチューブ、有線回路要素等）は、導電性トレースと組み合わせて使用され得る。
【００６５】
　図８は、脱離可能先端５８を有する、カテーテル５０の別の実施形態を例証する。カテ
ーテル５０は、カテーテル５０の近位部５９と遠位先端部５８を接続する、脱離継手５２
を含む。脱離継手５２は、血液、造影剤、生理食塩水、または他の一般的に注入される介
入流体等の液体に暴露されると、（化学的または別様に）分解し得る、接合材料５４とと
もに保持される。例えば、接合材料５４は、液体に暴露されると、溶液に解離し得る、Ｎ
ａＣｌまたは類似する塩等の塩を含んでもよい。
【００６６】
　一実施例では、接合材料５４は、外側の電気的に制御される膜５６を介して、液体に選
択的に暴露されることができる。電流が電気ワイヤ６０および６１を介して印加されると
、膜は、流体が継手５２に進入することを可能にし、接合材料５４（例えば、ＮａＣｌ）
が溶液になり、遠位先端部５８が近位カテーテル部５９から分離することを可能にする。
一実施例では、外側膜５６は、カシーウェンゼル（Ｃａｓｓｉｅ－Ｗｅｎｚｅｌ）湿潤遷
移効果を介して動作し、これは、Ｂｏｒｍａｓｈｅｎｋｏ、Ｅｄｗａｒｄ、Ｒｏｍａｎ　
Ｐｏｇｒｅｂ、Ｓａｇｉ　Ｂａｌｔｅｒ、およびＤｏｒｏｎ　Ａｕｒｂａｃｈの「Ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎ
ｇ　Ｃａｓｓｉｅ－Ｗｅｎｚｅｌ　Ｗｅｔｔｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｓ」（Ｓｃｉ
ｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｐｏｒｔｓ　３（２０１３年））に説明され、その内容は、本明細
書に参照することによって本明細書に組み込まれる。
【００６７】
　別の実施例では、外側膜部５６は、電流がワイヤ６０および６１を介して通過されると
、ヒドロゲルに、その流体を放出させ、収縮させる、ヒドロゲルの層であり得る。いった
ん十分に収縮されると、ヒドロゲルは、カテーテル５０の外側からの流体が、継手５２に
進入し、接合材料５４を分解することを可能にする。一実施形態では、ヒドロゲルのみが
、使用される。別の実施形態では、ヒドロゲルは、その上に透過性フィルムまたは層を有
する。
【００６８】
　別の実施例では、外側膜５６は、薄いフィルムであってもよく、これは、電気ワイヤ６



(13) JP 6338670 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

０および６１からの電流がこれに印加されると、溶解または分解する。例えば、このフィ
ルムは、ヒータの起動を介して溶解するために十分な融点を伴う、ポリウレタンまたはポ
リオレフィン等のポリマーを含み得る。
【００６９】
　代替実施形態では、継手５２の内面５５は、内側通路５３から接合材料５４への流体（
例えば、生理食塩水または造影剤）の通過を選択的に可能にするように構成され得る。こ
の流体の選択的通過は、外側膜５６に関して議論された機構のいずれかを介して遂行され
ることができ、単独で、または外側膜５６に加えて、使用されることができる（すなわち
、両方の膜は、流体の通過を選択的に可能にすることができる）。
【００７０】
　図９－１３は、近位部５９と、継手７２を介して脱離可能な遠位部５８とを有する、カ
テーテル７０の種々の側面を例証する。概して、継手７２は、起動されると、接着部材８
４を溶解し、それによって、遠位部５８を解放する、カテーテルの近位部５９に取り付け
られる複数の加熱要素７４および７５を含む。
【００７１】
　図１０に最良に見られるように、接着部材８４は、遠位カテーテル部５８に固定される
、遠位リング８２の溝８２Ａ内に位置する。加熱要素７４および７５はまた、接着部材８
４が加熱要素７４および７５を遠位リング８２に固定または固着させ、それによって、遠
位カテーテル部５８を近位カテーテル部５９とともに維持するように、溝８２Ａ内に位置
付けられる。
【００７２】
　一実施形態では、加熱要素７４および７５は、複数の略矩形形状を形成するが、単一の
四角形または複数の円形ループ等、種々の異なる形状が、可能である。
【００７３】
　電流が、遠位導電性リング８０および近位導電性リング７６を介して、加熱要素７４お
よび７５のそれぞれに分配される。少なくとも１つの加熱要素７５が、リング７６および
８０（ならびにリング７６、８０間に位置する絶縁層７８）を完全に通過する、伸長近位
端を含む。端部７５Ａのうちの一方は、電気ワイヤ６０に接続する一方、他方の端部７５
Ａは、電気ワイヤ６１に接続し、要素７５が選択的に電力を供給されることを可能にする
。伸長近位端７５Ａのうちの一方は、近位リング７６と電気的に接触する一方、遠位リン
グ８０との電気的接触から絶縁される。他方の近位端７５Ａは、遠位リング８０と電気的
に接触する一方、近位リング７６との電気的接触から絶縁される。この点で、端部７５Ａ
は、リング７６および８０に、かつそれらの間に、電流のための経路を提供する。
【００７４】
　残りの加熱要素７４は、好ましくは、遠位リング８０のみと電気接触する、第１の端部
７４Ａと、近位リング７６のみと電気接触する、第２の端部７４Ｂとを有する。図１２お
よび１３に見られるように、本配列は、遠位リング８０の開口８０Ａのうちの１つのみの
中への進入を可能にする、比較的短い長さを有する第１の端部７４Ａと、開口８０を通し
て、かつ絶縁層７８の開口を通して、近位リング７６の開口７６Ａのうちの１つの中に延
在する、比較的長い長さを有する第２の端部７４Ｂとによって遂行されることができる。
絶縁部材８１がさらに、遠位リング８０の開口８０Ａ内に位置する第２の端部７４Ｂの一
部上に位置し、それによって、そうでなければ電流が加熱要素７４を通して完全に流れる
ことを妨げるであろう電気接触を防止することができる。
【００７５】
　図１４は、継手９２を介して近位部５９から脱離する遠位部５８を伴う、カテーテル９
０の別の実施形態を例証する。継手９２は、カテーテル９０の壁の周囲に軸方向かつ円周
方向に位置する、複数のテザーまたはモノフィラメント９６によって、ともに保持される
。各テザー９６は、アンカ９８を介して、遠位部５８と近位部５９との両方に張力下で係
留される。アンカは、接着剤、接合剤、テザー９６が結び付けられ得る別個の要素、また
は類似する締結機構であり得る。
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【００７６】
　テザー９６は、好ましくは、テザー９６のそれぞれの近傍に位置する抵抗ヒータによっ
て破壊される。例えば、図１４および１５は、リング形状を形成するように、隣接する湾
曲領域９４Ｂによって接続される、複数のコイル状部９４Ａを含む、抵抗ヒータリング９
４を例証する。コイル状部９４Ａはそれぞれ、好ましくは、テザー部材９６への効率的な
熱伝達を可能にするように、テザー部材９６のうちの１つの周囲に巻き付けられる。最後
に、電気ワイヤ６０および６１が、電流をリング９４に選択的に印加し、コイル９４Ａを
加熱させ、テザー部材９６を溶解または破壊させ、カテーテル９０の遠位部５８を近位部
５９から解放させる。
【００７７】
　図１６は、電解継手１０２を介して近位部５９から脱離する先端部５８を有する、カテ
ーテル１００の別の実施形態を例証する。具体的には、継手１０２は、好ましくは、中間
犠牲アノードリング１０８と接触する、近位リング１０４および遠位リング１０６を含む
。電気ワイヤ６０が、正電流をリング１０４に提供する一方、負電流が、カテーテル１０
０内からの流体を介して、または患者と接触する電極を介して患者の血液を通して、供給
される。リング１０４、１０６および中間犠牲アノードリング１０８は、アノードリング
１０８の急速なガルバニック腐食を生じさせるように選択される（すなわち、アノードリ
ング１０８は、アノードとして作用し、リング１０４、１０６は、カソードとして作用す
る）。いったんアノードリング１０８が十分に腐食されると、（リング１０６を含む）カ
テーテルの遠位部５８は、近位部５９から切断される。
【００７８】
　図１７－１９は、機械的解放機構を介して近位部５９から脱離する先端部５８を有する
、カテーテル１１０の別の実施形態を例証する。具体的には、カテーテル１１０は、機械
的解放機構を係合解除させるために、外向きに移動するピン１１６を有する、１つまたは
それを上回るピストン１１４を含む。一実施例では、機械的解放機構は、掛止位置（図１
７）から掛止解除位置（図１８）に移動され得る、フック部１１６Ａをピン１１６の遠位
端上に含む。しかしながら、種々の異なる掛止機構が、ピストン１１４とともに使用され
得ることを理解されたい。
【００７９】
　図１９は、圧力耐性筐体１２２およびキャップ１２０が、加熱されると拡張する材料１
２４を含む、ピストン１１４の１つの可能性として考えられる実施形態を例証する。材料
１２４は、ピストン１１４の移動を生じさせるために十分に高い膨張係数を伴う、任意の
ワックス、オイル、または類似する材料であり得る。別の実施例では、材料１２４は、比
較的高い膨張係数を伴う、水銀、エタノール、または他の材料であり得る。ヒータコイル
１１２が起動されると、これは、ピストン１１４を加熱し、材料１２４を筐体１２２内で
拡張させ、それによって、筐体１２２から少なくとも部分的にピン１１６を押し出す。
【００８０】
　図２０－２２は、機械的解放機構１３２を介して近位部５９から脱離する先端部５８を
有する、カテーテル１３０の別の実施形態を例証する。具体的には、解放機構１３２は、
相互に対して位置付けられ、複数のテザー部材またはフィラメント１３８を介してともに
接続または保持される、近位リング１３４および遠位リング１３６を含む。図２１のリン
グの断面図において最良に見られるように、リング１３４および１３６は、最初に、相互
に対して略凹形状を有する（例えば、相互の間に断面長円形を形成する）。しかしながら
、リング１３４および１３６が加熱されると、リングへの電流の直接印加または隣接する
ヒータコイルのいずれかによって、リング１３４および１３６は、反対方向に屈曲し、凸
形状（図２２）を形成する。この形状変化は、概して、テザー部材１３８が接続される、
リングの端部の距離を相互に増加させ、それによって、テザー部材１３８を破砕または破
壊し、カテーテル１３０の遠位部５８が、近位部５９から切断されることを可能にする。
【００８１】
　一実施形態では、リング１３４および１３６の温度屈曲挙動は、バイメタル設計（すな
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わち、リングの第１の側上の第１の金属およびリングの第２の側上の第２の異なる金属）
を使用することによって、生成されることができる。別の実施形態では、リング１３４お
よび１３６の屈曲挙動は、マルテンサイト／オーステナイト遷移が可能な材料を使用する
ことによって、生成されることができる。例えば、リング１３４、１３６は、電流がリン
グに印加されるか、またはヒータコイルが起動されると、リング１３４、１３６がそれら
のオーステナイト相に遷移し、それによって、形状も変化させるように、比較的高いオー
ステナイト最終温度を有する、ニチロールを含むことができる。
【００８２】
　図２３－３３は、機械的解放機構１４２を介して近位部５９から脱離する先端部５８を
有する、カテーテル１４０の別の実施形態を例証する。機械的解放機構１４２は、好まし
くは、通常動作温度（例えば、体温）にある間、機構１４２を係止状態に維持するが、電
流の直接印加によって、または隣接するヒータコイルを介してのいずれかで加熱されると
、機構１４２を係止解除させるように形状を変化させ、それによって、遠位先端部５８を
解放する、熱起動ばね部材１４６を含む。
【００８３】
　一実施形態では、ばね部材１４６の温度屈曲挙動は、バイメタル設計（すなわち、ばね
部材１４６の第１の側上の第１の金属およびばね１４６の第２の側上の第２の異なる金属
）を使用することによって、生成されることができる。別の実施形態では、ばね部材１４
６の形状変化挙動は、マルテンサイト／オーステナイト遷移が可能な材料を使用すること
によって、生成されることができる。例えば、ばね部材１４６は、電流がばねに印加され
る、またはヒータコイルが起動されると、ばね部材１４６がそのオーステナイト相に遷移
し、それによって、形状も変化させるように、比較的高いオーステナイト最終温度を有す
る、ニチロールを含むことができる。
【００８４】
　機械的解放機構１４２のばね部材１４６は、基部１５０上およびその周囲に位置する。
ばね部材１４６はさらに、（図２６に最良に見られる）開口１５０Ａ中に延在する、その
端部のうちの１つにおける第１の伸長アンカ部材１４６Ａによって、基部１５０上の定位
置に係留される。ばね部材１４６はまた、（図２７および２８に最良に見られる）係止リ
ング１４８内の開口中に延在する、第２の伸長アンカ部材１４６Ｂも含む。この点で、ば
ね部材１４６は、通常動作温度（例えば、体温）にある間、係止リング１４８を基部１５
０に対して第１の回転位置に維持し、（印加される電流またはヒータコイルを介して）加
熱されると、係止リング１４８を回転させる。
【００８５】
　基部１５０、ばね部材１４６、および係止リング１４８は全て、好ましくは、外側筐体
部材１５２内に含有され、これは、相互に対するこれらの部材の軸方向位置を維持するこ
とに役立つ。図２９に最良に見られるように、外側筐体部材１５２は、リング１４４上の
係止ピン１４４Ａの通過を可能にする、複数の開口１５２Ａを含む。
【００８６】
　図３１－３３に最良に見られるように、係止ピン１４４Ａは、開口１５２Ａを通して、
係止リング１４８上のスロット１４８Ｂ中に通過する。図３３に最良に見られるように、
スロット１４８Ｂのそれぞれの一方の端部は、ピン１４４Ａの遠位端に係合するようにサ
イズ決定および成形される、張出部または辺縁１４８Ｃを含む。具体的には、係止ピン１
４４Ａの遠位端は、残りの近位部に対して拡大された直径を有し、この遠位端が、辺縁１
４８Ｃに引っ掛かり、したがって、ピン１４４Ａの離脱を防止することを可能にする。好
ましくは、ばね部材１４６は、辺縁１４８Ｃを係止ピン１４４Ａの遠位端にわたって維持
する回転位置に、係止リング１４８を維持するように構成される。
【００８７】
　スロット１４８Ｂの反対の端部は、ランプ面１４８Ａであり、これは、スロット１４８
Ｂから係止ピン１４４Ａを押し出すことを補助する。具体的には、ランプ１４８Ａは、係
止リング１４８が回転するにつれて、ランプ１４８Ａが係止ピン１４４Ａを筐体１５２か
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ら軸方向に外向きに押し出すように、リング１４４に向かって傾斜される。この点で、ば
ね部材１４６が加熱されると、係止リング１４８は、係止ピン１４４Ａと辺縁１４８Ｃを
係合解除させるように回転し、ピン１４４Ａを外向きに押し出す。リング１４４および基
部１５０は、それぞれ、カテーテル１４０の近位部５９または遠位部５８のいずれかに取
り付けられるため、機構１４２を係止解除することは、遠位部５８を分離させる。
【００８８】
　代替として、機械的解放機構１４２の係止リング１４４の回転が、異なる機構を介して
実施されることができる。例えば、図１９のピストン１１４は、熱がピストン１１４を起
動させると、リング１４４を回転させるように、基部１５０または筐体１５２だけではな
く、係止リング１４４にも固定され得る。
【００８９】
　図３４は、ヒューズ解放機構１４２を介して近位部５９から脱離する先端部５８を有す
る、カテーテル１４０の別の実施形態を例証する。具体的には、部分５８および５９は、
カテーテル１６０の円周の近傍に位置する、ヒューズ部材１６２のうちの１つまたはそれ
を上回る（例えば、複数の）ものによって、ともに保持されることができる。
【００９０】
　ヒューズ部材１６２は、好ましくは、近位リング１６４および遠位リング１６６に接続
される。近位リング１６４および／またはヒューズ部材１６２の近位端は、電気ワイヤ６
０に接続される一方、遠位リング１６６およびヒューズ部材１６２の遠位端は、電気ワイ
ヤ６０に接続される。好ましくは、電気ワイヤ６１は、遠位部５８が近位部５９から分離
すると分離する、切断部１６７を含む。例えば、ワイヤ６１は、第２の電極面に対して物
理的に押し付けられる第１の電極で終端することができ、第２の電極面は、順に、遠位部
５８における残りのワイヤに接続される。したがって、電気連通が、リング１６６に提供
されるが、電極は、遠位部５８に対していかなる保持力も提供しない。
【００９１】
　好ましくは、ヒューズ部材１６２は、患者内の周辺組織を損傷させるほど十分な熱を生
じさせずに、破砕または破壊され得る材料を含む（この破壊値は、時として、「溶断Ｉ２

ｔ」値と称される）。一実施例では、ヒューズは、金めっきポリイミド材料の伸長ハイポ
チューブを含むことができる。
【００９２】
　図３５－３６は、ヒューズ解放機構１７２を介して近位部５９から脱離する先端部５８
を有する、カテーテル１７０の別の実施形態を例証する。具体的には、部分５８および５
９は、概して、先に議論されたカテーテル１４０に類似する、カテーテル１７０の円周の
近傍に位置する、ヒューズ部材１７２のうちの１つまたはそれを上回る（例えば、複数の
）ものによって、ともに保持されることができる。
【００９３】
　図３６に最良に見られるヒューズ部材１７２は、内部管腔内に固定されるヒューズ部材
１８０を有する、近位カプセル部材１７４と、その遠位端に固定されるループ１８２を有
する、遠位カプセル部材１７６とを含む。組み立てられると、ヒューズ部材１８０は、ル
ープ１８２を通して位置付けられ、２つのカプセル部材１７６をともに係止する。
【００９４】
　好ましくは、カプセルは、電流を伝導させないように、セラミック等の絶縁材料を含む
か、またはこれを用いてコーティングされる。電流が、定位置にインサート成形される２
つの電気接点１７８、１７９によって、ヒューズ部材１８０に供給される。接点１７８が
、ワイヤ６１およびヒューズ部材１８０の一方の端部に接続される一方、接点１７９は、
ワイヤ６０およびヒューズ部材１８０の他方の端部に接続される。
【００９５】
　他の実施形態のように、脱離が所望されるとき、電流が、ワイヤ６０、６１に印加され
、ヒューズ部材１８０を破壊または破砕させる。ループ１８２は、ヒューズ部材１７６と
もはや係合されず、遠位先端５８は、近位カテーテル部５９から切断される。
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　１つのヒューズ部材１７２について議論されているが、複数のヒューズ部材１７２もま
た、カテーテル１７０の内側円周の周囲に使用され得ることを理解されたい。そのような
実施例では、ワイヤ６０、６１および電気接点１７８、１７９のそれぞれは、それぞれ、
（カテーテル１４０におけるものと類似する）近位または遠位導電性リングに接続し得る
。
【００９７】
　前述される実施形態は、塞栓剤送達カテーテルとしての使用に関して説明されているが
、これらの設計はまた、他の目的のために使用されることもできる。例えば、脱離可能先
端バルーン、脱離可能嚢状内デバイス、依然としてガイドワイヤ上にありながら脱離し得
る、迅速交換システム、ステントシステム、閉鎖デバイス、頸部ブリッジデバイス、およ
びコイルインプラントがある。これに関して、本明細書のカテーテル実施形態は、少なく
とも１ポンドの引張強度と、少なくとも５００ｐｓｉの破裂圧力と、先端接合部において
最小限の漏出を伴って、または全く漏出を伴わずに流体を伝搬する能力とを有し得る。一
実施形態では、前述されるカテーテルは、約０．０１３インチの内側管腔直径と、約０．
０２０インチの外径壁を含むが、説明される概念は、より大きくまたはより小さくサイズ
決定されたカテーテルに対して使用されることもできる。
【００９８】
　前述される実施形態は、電気をカテーテルの遠位端に伝達するために、２つの比較的直
線のワイヤを使用するものとして描写されているが、他の実施形態も可能であることを理
解されたい。例えば、電流は、カテーテルの長さに延在する、複数の編組補強ワイヤを通
して伝搬されることができる。典型的には、補強編組のために利用される金属は、ステン
レス鋼またはニチロールのいずれかであるが、本シナリオでは、より低い抵抗を伴う材料
が、好ましい（例えば、金、銀、または銅）。加えて、これらのワイヤは、ニッケルクラ
ッディングを有する銅コア、金クラッディングを有するステンレス鋼コア、または銀クラ
ッディングを有するニチロールコア等、クラッディングプロセスを使用して形成されるこ
とができる。これらのワイヤはまた、ポリイミドエナメル、パリレン、または他の好適な
物質等、電気絶縁性の外側層も有し得る。これらのワイヤはさらに、正および負の束に群
化されてもよく、複数のワイヤは、電流伝搬能力を増加させるために、および全体的電気
抵抗を減少させるために、ともに結束される。
【００９９】
　また、本発明は、本明細書および図面において説明される、カテーテル実施形態の全て
を使用する方法も含むことを理解されたい。例えば、カテーテル実施形態のいずれかは、
治療部位に前進されることができ、塞栓材料が、カテーテルの遠位先端から展開されるこ
とができる。カテーテルが塞栓材料内で膠着状態になる場合、医師は、塞栓材料を部分的
に溶解させるために、カテーテルの遠位端に熱を起動させるか、またはカテーテルの遠位
端を脱離させるために、脱離機構を起動させるかのいずれかを行うことができる。最後に
、カテーテルは、患者から除去されることができる。
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