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(57)【要約】
　機器９０は、患者の胃の中で使用するために提供され
る。機器は、胃の中に配置するのに適したバルーン９２
と、バルーンに連結されるアンカ１０２とを有する。ア
ンカは、バルーンが患者の十二指腸内に入ることを防止
するように構成される。機器は、バルーンが膨脹可能に
バルーンに連結されると共にバルーンの膨脹を促進する
ために患者の胃から口まで伸びるように構成された膨脹
チューブ９６を更に有する。他の実施形態も記載されて
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の胃の中で使用する機器であって、胃の中に配置するのに適したバルーンと、該バ
ルーンに連結されると共に該バルーンが患者の十二指腸内に入ることを防止するように構
成されたアンカと、前記バルーンが膨脹可能に該バルーンに連結されると共に該バルーン
の膨脹を促進するために前記患者の胃から口まで伸びるように構成された膨脹チューブと
を具備する機器。
【請求項２】
　前記膨脹チューブが静止長の２．５倍よりも大きく伸びるように構成されている請求項
１に記載の機器。
【請求項３】
　前記アンカが、胃の空洞の自然な収縮を少なくとも或る程度妨げるように、該空洞の中
に配置されるように構成されている請求項１に記載の機器。
【請求項４】
　前記バルーンが患者に満腹感を促進するように構成されている請求項１に記載の機器。
【請求項５】
　前記バルーンが患者の蠕動の波及び胃内容排出を妨げるように構成されている請求項１
に記載の機器。
【請求項６】
　治療用装置及び送信機からなるリストから選択され、前記アンカに連結される機器を具
備する請求項１に記載の機器。
【請求項７】
　前記膨脹チューブの近位端に連結され、そこから患者の前記胃の中への流体のリークを
防止することによって、前記バルーン内の圧力を維持するように構成された閉鎖機構を具
備する請求項１に記載の機器。
【請求項８】
　前記膨脹チューブに可逆的に係合及び装着することによって前記膨脹チューブを伸ばす
ように構成された引き抜き具を具備する請求項８に記載の機器。
【請求項９】
　前記膨脹チューブが伸ばされている間に前記膨脹チューブに一時的に連結されるように
構成されると共に伸ばされた後に少なくとも部分的に前記膨脹チューブが緩められている
とき、前記バルーンの膨脹を促進するように構成された充填チューブを具備する請求項１
に記載の機器。
【請求項１０】
　前記アンカが弾力性のあるチューブを具備し、当該機器が、前記弾力性のあるチューブ
の湾曲の範囲を制限し前記弾力性のあるチューブに連結された湾曲制限チューブを具備す
る請求項１に記載の機器。
【請求項１１】
　前記膨脹チューブが、前記弾力性のあるチューブ内に配置されるように構成され、該弾
力性のあるチューブは、前記膨脹チューブが真っ直ぐな配置となるか又は所定の限界まで
曲げられることを可能にする請求項１０に記載の機器。
【請求項１２】
　前記アンカが、予め選択された湾曲形状となる方向に当該アンカを付勢する弾力性のあ
る記憶物質を有する材料からなる請求項１に記載の機器。
【請求項１３】
　真っ直ぐなロッドを具備し、前記アンカが遠位端及び開口近位端を有し、前記アンカが
前記開口近位端から前記遠位端に向かって延びる中核を有する形状とされ、前記アンカが
前記中核内に前記真っ直ぐなロッドを挿入することによって前記予め選択された湾曲形状
から真っ直ぐにされるように構成されている請求項１２に記載の機器。
【請求項１４】
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　患者の胃の中に膨脹チューブと流体連通する胃腸バルーンを挿入することと、その挿入
の後に前記バルーンの膨脹の度合を評価することと、前記バルーンの膨脹の必要性を確認
することに対応して前記胃内に前記バルーンを保持する間に前記膨脹チューブを伸ばすこ
とと、前記膨脹チューブを伸ばした後に前記バルーンを膨脹させることとを含む方法。
【請求項１５】
　前記バルーンの膨脹の度合を評価することが、前記患者の減量の度合を決定することと
、減量を前記バルーンの膨脹の度合と関連づけることとを含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記バルーンを膨脹させることが、前記膨脹チューブの近位端が前記患者の体外にある
間に流体を前記膨脹チューブに注入することを含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記膨脹チューブを伸ばした後に該膨脹チューブを充填チューブに一時的に連結するこ
とを含み、前記バルーンを膨脹させることが、前記充填チューブが前記膨脹チューブに連
結している間に前記膨脹チューブの少なくとも一部を前記胃に戻すことを可能にすること
と、前記膨脹チューブの一部が前記胃の中に配置されている間に前記充填チューブを介し
て流体を前記膨脹チューブ内に注入することとを含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記膨脹チューブを伸ばすことが、前記患者の口から前記膨脹チューブの近位端を引き
抜くことを含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記膨脹チューブの近位端を引き抜くことが、前記膨脹チューブをその静止長の２．５
倍まで伸ばすことを含む請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　患者の胃の中で使用しアンカを具備する機器であって、緩められた状態のとき、前記ア
ンカが前記患者の十二指腸内に入ることを防止する略平面的な基部を有する形状とされた
可撓性チューブと、前記基部の近傍に配置された端部を有し、前記基部の形状を維持する
ことを補助するように構成された少なくとも２つのクロスバー要素とを具備する機器。
【請求項２１】
　前記アンカが、胃の空洞の自然な収縮を或る程度妨げるように、該空洞の中に配置され
るように構成されている請求項２０に記載の機器。
【請求項２２】
　前記可撓性チューブが、前記基部によって形成される平面から離れて突出する近位部を
有する形状とされ、当該機器が前記可撓性チューブの前記近位部に連結されたバルーンを
具備する請求項２０に記載の機器。
【請求項２３】
　前記アンカが前記クロスバー要素の１つを囲む少なくとも１つのスリーブを具備する請
求項２０～２２のいずれか１つに記載の機器。
【請求項２４】
　前記クロスバー要素が貫通する内腔を有する形状とそれぞれされており、前記クロスバ
ー要素が前記内腔を通過する弾力性のある連結バンドをそれぞれ具備する請求項２０～２
２のいずれか１つに記載の機器。
【請求項２５】
　各前記連結バンドの２つの部分が、対応する前記クロスバー要素から突出し、前記基部
上で略互いに対向する２つの対応する箇所で前記基部に連結される請求項２４に記載の機
器。
【請求項２６】
　前記アンカが、伸ばされたとき、前記可撓性チューブが略真っ直ぐであり、前記クロス
バー要素が前記可撓性チューブと略平行に配置される細長い状態となるように構成されて
いる請求項２４に記載の機器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年３月２８日にブルックスによって出願された「浮遊する胃腸アン
カ」と題された米国仮出願第６０／４９１５６２号及び２００６年６月２１日にブルック
スによって出願された「浮遊する胃腸アンカ」と題された米国仮出願第６０／４９１５６
２号の優先権を主張し、ブルックスによって同日付で出願された米国特許出願に関連する
。
　これら出願の各々は、本願の出願人に譲受され、ここで引用することによって本明細書
の記載に替えることとする。
【０００２】
　本願は、概ね、埋め込み型医療機器に関する。特に、本願は、胃腸管内に埋め込む機器
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　病的肥満は、米国においてますます増加する問題である。過去２０～３０年間に亘り、
各種の胃バイバス手術が開発され、改良されてきた。近年、腹腔鏡の胃のバンディングが
、侵襲性の少ない外科治療の選択肢として出てきた。しかし、肥満手術は、最大２０パー
セントの罹患率を伴い、手術後３～５年の再手術率は２５パーセントに達する。肥満手術
は、０．５パーセントの死亡率を有する。ダイエットや薬物の選択肢はあまり効果的でな
く、高い再発率を有する。
【０００４】
【特許文献１】国際公開第０６／０７０３６１号パンフレット
【特許文献２】米国特許出願第２００４／００４４３５７号明細書
【特許文献３】国際公開第０５／１０７６４１号パンフレット
【特許文献４】米国特許出願第２００５／０２６７５９６号明細書
【特許文献５】米国特許出願第２００５／０２６７５９５号明細書
【特許文献６】国際公開第０５／００９２８８号パンフレット
【特許文献７】米国特許出願第２００５／００５５０３９号明細書
【特許文献８】米国特許出願第２００６／００２０２７８号明細書
【特許文献９】国際公開第０５／０９４２５７号パンフレット
【特許文献１０】米国特許第７，０３３，３８４号明細書
【特許文献１１】米国特許出願第２００６／０１９００１９号明細書
【特許文献１２】米国特許出願第２００２／００５５７５７号明細書
【特許文献１３】米国特許出願第２００５／０２２８５０４号明細書
【特許文献１４】米国特許出願第２００５／００８５９２３号明細書
【特許文献１５】米国特許出願第２００５／０１９２６１４号明細書
【特許文献１６】米国特許出願第２００４／０２６７３７８号明細書
【特許文献１７】米国特許第４，４１６，２６７号明細書
【特許文献１８】米国特許第４，９２５，４４６号明細書
【特許文献１９】米国特許第５，０５２，９９８号明細書
【特許文献２０】国際公開第０５／０３９４５７号パンフレット
【特許文献２１】国際公開第０４／０８９２６２号パンフレット
【特許文献２２】加国特許出願第２４８３３３５号明細書
【特許文献２３】米国特許出願第２００５／００７０９３７号明細書
【特許文献２４】米国特許出願第２０００５／００４４３０号明細書
【特許文献２５】国際公開第０４／１０５６２２号パンフレット
【特許文献２６】米国特許出願第２００４／０８８００８号明細書
【特許文献２７】国際公開第０４／０１４２３７号パンフレット
【特許文献２８】米国特許出願第２００４／０９３０９１号明細書
【特許文献２９】米国特許出願第２００４／０５９２８９号明細書
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【特許文献３０】国際公開第０３／０９５０１５号パンフレット
【特許文献３１】欧州特許出願公開第１３４２４５８号明細書
【特許文献３２】米国特許出願第２００３／１５８５６９号明細書
【特許文献３３】国際公開第０３／０５５４２０号パンフレット
【特許文献３４】米国特許第６，６５６，１９４号明細書
【特許文献３５】米国特許出願第２００３／１７１７６８号明細書
【特許文献３６】国際公開第０２／４００８１号パンフレット
【特許文献３７】国際公開第０１／６６１６６号パンフレット
【特許文献３８】国際公開第９８／５６３２１号パンフレット
【特許文献３９】米国特許第５，２３４，４５４号明細書
【特許文献４０】加国特許出願第２０６８７１５号明細書
【特許文献４１】米国特許第４，６９６，２８８号明細書
【特許文献４２】米国特許第５，１２９，９１５号明細書
【特許文献４３】米国特許第５，０８４，０６１号明細書
【特許文献４４】米国特許第４，９０８，０１１号明細書
【特許文献４５】欧州特許出願公開第０２４６９９９号明細書
【特許文献４６】国際公開第８７／０００３４号パンフレット
【特許文献４７】米国特許第４，７３９，７５８号明細書
【特許文献４８】国際公開第８６／０６６１１号パンフレット
【特許文献４９】米国特許第４，６９４，８２７号明細書
【特許文献５０】独国特許出願第３５４０９３６号明細書
【特許文献５１】英国特許出願第２１３９９０２号明細書
【特許文献５２】加国特許出願第１２３３３８７号明細書
【特許文献５３】米国特許第４，８９９，７４７号明細書
【特許文献５４】独国特許出願第３３２６０６１号明細書
【特許文献５５】独国特許出願第３３１０２３４号明細書
【特許文献５６】伊国特許第１２３５４９２号明細書
【特許文献５７】米国特許第４，４８５，８０５号明細書
【特許文献５８】独国特許出願第３２２７５８５号明細書
【特許文献５９】米国特許第４，４１６，２６７号明細書
【特許文献６０】米国特許第４，３１５，５０９号明細書
【特許文献６１】米国特許第７，００４，１７６号明細書
【特許文献６２】米国特許出願第１１／１３２，８５５号明細書
【０００５】
【非特許文献１】カダキア　ＳＣ等、「蛍光透視法を用いることなくマーク付きガイドワ
イヤを使用しポリビニルブージー剤を用いた食道拡張」、ＡＭ　Ｊ　ガストロ　８８：１
３８１－８６（１９９３）
【非特許文献２】フリーシャー　ＤＥ等、「マーク付きガイドワイヤが食道拡張を促進す
る」、Ａｍ　Ｊ　ガストロ　８４：３５９－６１（１９８９）
【非特許文献３】デュモン　ＪＲ等、「サバリ－ギリアードブージー剤を使用する食道拡
張の新しい方法」、ガストロ　エンドスク　３１：３７９－８２（１９８５）
【非特許文献４】ワース等、「保護鞘を用いた複数の胃の異物の内視鏡の検索のための安
全で素早い方法」、サージ　ジネカル　オブステット　１７１（５）：４１９－２０（１
９９０）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　今日、バイオエンテリクス（Ｂｉｏｅｎｔｅｒｉｃｓ）胃内バルーン（ＢＩＢ）（米国
カリフォルニア州サンタバーバラ、イナイムドコーポレーション（Ｉｎａｍｅｄ　Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ））が、米国外で使用されており、平均１５ｋｇの減量と５ポイントの
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ＢＭＩの低下を達成している。しかし、８～９パーセントのバルーンの収縮率によって、
不当に移動し、閉塞症の原因となっている。
【０００７】
　ブルックスによる特許文献１は、ここで引用することによって本明細書の記載に替える
こととし、患者の胃腸管内に使用する機器が記載されている。この機器は、矯正ロッドと
、遠位端及び開口近位端を備え、胃腸管内に適合するサイズの可撓性の管状アンカとを有
する。アンカは、予め選択された湾曲形状に向かって付勢する弾力性のある記憶物質から
成る。アンカは、開口近位端から遠位端に向かって延びる中核を形成するような形状であ
る。アンカは、中核内に矯正ロッドを挿入することによって、予め選択された湾曲形状か
ら真っ直ぐになるように構成されている。更に、機器は、治療用装置及び送信装置からな
るリストから選択され、アンカに連結される装置を有する。
【０００８】
　ガノー等による特許文献２は、ここで引用することによって本明細書の記載に替えるこ
ととし、患者の胃腸管内、特に、食道又は胃内で展開するステント形状を有し、胃の空間
を埋める機器が記載されている。患者の胃内に配置されるように構成された膨脹可能な部
材がステントに固定されている。膨脹可能な部材は、膨脹時、患者の胃の中で所定の容量
を占め、更に、展開したステントにロープで繋がれ、それによって、胃の中で膨脹可能な
部材を留めるか又は固定される。空間を埋める機器を展開する方法とシステムも記載され
ている。
【０００９】
　チェン等による特許文献３、特許文献４，特許文献５は、ここで引用することによって
本明細書の記載に替えることとし、枠組構造と、枠組構造の中にある１つ又は複数の膨脹
式区画と、空間を充填する区画に亘って形成された１つ又は複数の膨脹式空気袋とを有す
る胃内バルーンが記載されている。胃内バルーンは、胃カメラを経食道的に用いて展開さ
せてもよく、目的の場所で膨脹させてもよく、好ましくは、液体及び気体の膨脹媒体の組
み合わせを用いてもよい。
【００１０】
　バーネット等による特許文献６は、ここで引用することによって本明細書の記載に替え
ることとし、幽門弁の間欠的な及び／又は部分的な閉塞を促進する技術が記載されている
。概して記載されている機器は、機器が幽門弁を通過しないようにするための支持部と、
幽門弁近傍の組織に接触させ幽門弁を閉塞するための組織係合部とを有する。また、いく
つかの実施形態は、組織係合部から延び、幽門弁を閉塞する位置決めを補助する位置決め
部材を有する。保持部材は、胃の中で機器の位置を更に維持するために、位置決め部材の
遠位端上に任意に有してもよい。いくつかの実施形態は、飲み込むことによって又は搬送
チューブ又はカテーテルを通すことによって、食道を通して胃の中へ搬送可能である。い
くつかの実施形態は、十分に元に戻せるように記載されている。いくつかの実施形態は、
胃の中で自己膨脹するのに対して、その他の実施形態では、膨脹させられるか又はその他
の場合には拡張させられる。
【００１１】
　バーネット等による特許文献７は、ここで引用することによって本明細書の記載に替え
ることとし、アンカ部材と、アンカ機器と接続される、少なくとも１つのアクチュエータ
、センサ、又はこれらの組み合わせとを有する、患者の胃腸管内で１つ又は複数の機能を
実行する機器が記載されている。アンカ機器は、患者の胃の幽門部内で当該機器の少なく
とも一部が保持し、胃の組織に直接触れることなく間欠的に係合するように構成されてい
る。アクチュエータは、組織にエネルギーを伝達すること、及び／又は、栄養の吸収を減
少させるスリーブとして機能を果たすこと、及び／又は、胃の中の空間を埋めること、及
び／又は、等のような任意の適切な機能を実行する。センサは、ｐＨ、温度、胆汁の内容
物、栄養素の量、脂肪、糖、アルコール、アヘン、麻薬、検体、電解質、及び／又は、ヘ
モグロビンのような、患者の胃腸管内で任意の患者の特性を検出するように構成されてい
る。
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【００１２】
　バーネット等による特許文献８は、ここで引用することによって本明細書の記載に替え
ることとし、様々な治療用装置の胃貯留を促進する方法、機器及びシステムが記載されて
いる。概して機器は、機器が幽門弁又は食道を通過してしまわないように支持部を有する
。保持部材は、位置決め部材の遠位端上に任意に有してもよく、胃の中で機器の位置を保
持することが記載されている。いくつかの実施形態は、飲み込むことによって又は搬送チ
ューブ又はカテーテルを通すことによって、食道を通して胃の中へ搬送可能である。いく
つかの実施形態は、十分に元に戻せるように記載されている。いくつかの実施形態は、胃
の中で自己膨脹するのに対して、その他の実施形態では、膨脹させられるか又はその他の
場合には拡張させられる。
【００１３】
　バークによる特許文献９は、ここで引用することによって本明細書の記載に替えること
とし、胃内バルーンと、胃内バルーンに流体を付加すると共にそこから除去する方法とが
記載されている。胃内バルーンは、外殻と、レシーバと、レシーバ内に収容され、患者の
胃から患者の口にまで伸張可能な伸縮自在のチューブとを有する。外殻は、患者の体外か
ら膨脹させられると共に収縮させられる。埋め込まれた胃内バルーンに流体を付加するか
又は胃内バルーンから流体を除去する方法は、患者の胃の中に胃カメラを挿入するステッ
プと、胃内バルーンのレシーバ内に収容された伸縮自在のチューブの端部を把持するステ
ップとを含む。更に、この方法は、胃及び患者の口の外から伸縮自在のチューブの少なく
とも一部を引っ張り出すステップと、患者から引っ張り出された伸縮自在のチューブを介
して胃内バルーンに流体を付加すると共にそこから除去するステップとを有する。
【００１４】
　興味のある以下の特許及び特許出願の公報は、ここで引用することによって本明細書の
記載に替えることとする。ガノー等による特許文献１０、ガノー等による特許文献１１、
トーレ等による特許文献１２、ディマライによる特許文献１３、レビン等による特許文献
１４、ビノエラーによる特許文献１５、ガジ等による特許文献１６、ガレン等による特許
文献１７、ガレイ等による特許文献１８、ジモンによる特許文献１９、パガノン等による
特許文献２０、パガノンによる特許文献２１、ビラム等による特許文献２２、ジャンバー
等による特許文献２３、リー等による特許文献２４、リッチーによる特許文献２５、ガノ
ー等による特許文献２６、ガノー等による特許文献２７、ガノー等による特許文献２８、
ガーザ等による特許文献２９、アルバーディーによる特許文献３０、クルージー等による
特許文献３１、ワイズンによる特許文献３２、ロインティアー等による特許文献３３、ガ
ノー等による特許文献３４、マックギャンによる特許文献３５、バールズ等による特許文
献３６、バークによる特許文献３７、ピエール等による特許文献３８、バングスによる特
許文献３９、クズマックによる特許文献４０、クズマック等による特許文献４１、カンテ
ニーによる特許文献４２、ガウ等による特許文献４３、ヤコブセン等による特許文献４４
、エシェル等による特許文献４５、テイラーによる特許文献４６、ライ等による特許文献
４７、クラス等による特許文献４８、ワイナー等による特許文献４９、ストリッカー等に
よる特許文献５０、セルスティン等による特許文献５１、ガレン等による特許文献５２、
ガレンによる特許文献５３、ウェーナーによる特許文献５４、ファスフェルドによる特許
文献５５、フリンバーガー等による特許文献５６、フォスターによる特許文献５７、ウェ
ーナーによる特許文献５８、ガレン等による特許文献５９、スミットによる特許文献６０
、ラウによる特許文献６１。
【００１５】
　興味のある以下の論文は、ここで引用することによって本明細書の記載に替えることと
する。非特許文献１、非特許文献２、非特許文献３、非特許文献４。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の１つの態様によれば、胃腸管内に配置する、予め選択された湾曲形状となるよ
う弾力性の記憶能力を有する可撓性の管状のアンカが、記載されている。アンカは、遠位
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端と該遠位端に向かって延びる中核を有する開口近位端とを具備する。中核は、貫通する
真っ直ぐなロッドを受容すると、アンカがその予め選択された湾曲形状から真っ直ぐにさ
れる。
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、患者の胃腸管内に可撓性の管状のアンカを挿入する方法が
記載されている。アンカは、予め選択された湾曲形状となるよう弾力性の記憶能力を有す
ると共に、遠位端と、該遠位端に向かって延びる中核を有する開口近位端と、当該アンカ
の一部に沿ってシールされたバルーンと、近位端からバルーンの内部に延びる膨張ガイド
と、当該アンカと軸線が一直線にされて貫通しているボアを備えたプッシングカテーテル
と、カテーテル及び当該アンカを通って延びる真っ直ぐなロッドとを有する。方法は、概
ね、その真っ直ぐな状態のアンカを患者の胃の中に挿入することと、アンカを真っ直ぐな
ロッドから分離し、それによってアンカがその予め選択された湾曲形状となることを可能
にすることと、それからバルーンを膨張させることとを含む。
【００１８】
　本発明のいくつかの実施形態において、浮遊する胃腸アンカは、その緩められた状態で
、略平面的な基部を有する形状とされた可撓性チューブと、基部によって形成された平面
から離れて、通常、略垂直方向に突出する近位端とを有する。アンカは、少なくとも２つ
のクロスバー要素を有し、その端部はアンカの基部の近傍に配置されている。クロスバー
要素は、アンカの形状を維持することを補助する。アンカは、必ずしもそうではないが、
幽門弁に隣接する空洞内に配置され、空洞の自然な収縮を或る程度妨げ、それによって胃
内容排出を遅延させ、満腹感を増進する。アンカの近位端は、必ずしもそうではないが、
例えばバルーンといった治療用装置のような機器に連結される。
【００１９】
　通常、各クロスバー要素は、貫通する内腔を有する形状とされており、内腔を通過する
弾力性のある連結バンドを有する。各連結バンドの２つの部分は、クロスバー要素から突
出し、略互いに対向した２つの対応する箇所で基部に連結される。胃カメラを用いたアン
カの経食道挿入を可能にするため、アンカは、細長い状態になるまで伸ばされ、その可撓
性チューブが略真っ直ぐになる。クロスバー要素の弾力性のある連結バンドはアンカを細
長い状態になることを可能にし、クロスバー要素は、アンカの可撓性チューブと略平行に
なるまで緩められた状態から移動される。略剛体のロッドは、挿入の間に伸びた上体を維
持するために、可撓性チューブの内腔内に挿入される。一旦、アンカが胃の中に略配置さ
れると、ロッドは取り除かれ、アンカがその緩められた状態となることが可能となる。
【００２０】
　当業者によって明らかなように、本発明のいくつかの実施形態によって提供される特徴
は、アンカが胃腸系内に挿入されることを容易にする。本発明のいくつかの実施形態によ
って提供される別の特徴は、このようなアンカを使用することによって提供される安全と
安心である。従って、浮遊するアンカを胃腸系内に挿入すると共に固定し、様々な機器を
その中で安全に固定されるようにする安全で安心な方法を提供することが本発明のいくつ
かの実施形態の目的である。患者の満腹感を促進するため、胃の中にバルーンを安全でし
っかりと固定することが本発明のいくつかの実施形態の別の目的である。本発明の実施形
態の付加的な目的は、以下の記載から明らかとなるであろう。
【００２１】
　故に、本発明の実施形態に従って、患者の胃腸管内で使用する機器であって、真っ直ぐ
なロッドと、遠位端及び開口近位端を備え、胃腸管内に適合する大きさの可撓性の管状の
アンカであって、予め選択された湾曲形状となる方向に当該アンカを付勢する弾力性のあ
る記憶物質から成り、開口近位端から遠位端に向かって延びる中核を有する形状とされる
と共に中核に真っ直ぐなロッドを挿入することによって予め選択された湾曲形状から真っ
直ぐになるように構成された可撓性の管状のアンカと、治療用装置及び送信機からなるリ
ストから選択され、アンカに連結された機器とを有する機器が提供される。
【００２２】
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　いくつかの応用として、アンカの遠位端は先細となっている。いくつかの応用として、
湾曲形状は、Ｃ型形状、Ｓ型形状、Ｕ型形状、螺旋形状、及び正弦曲線の形状からなるグ
ループから選択され、材料は、選択された湾曲形状となる方向にアンカを付勢する弾力性
のある記憶物質を有する。
【００２３】
　いくつかの応用として、機器は、アンカと軸線が一直線にされて貫通するボアを有する
形状とされたプッシングカテーテルを有し、真っ直ぐなロッドは、アンカの中核内にカテ
ーテルを貫通して挿入するような構造にされている。
【００２４】
　実施形態では、アンカはガイドワイヤ溝を有する壁を有する形状とされている。
【００２５】
　実施形態では、機器は送信機を有する。
【００２６】
　実施形態では、アンカは患者の胃内容排出を妨げるように構成されている。
【００２７】
　実施形態では、機器は治療用装置を有する。いくつかの応用として、治療用装置は、糸
状の取付具を有する。いくつかの応用として、治療用装置は、投薬を管理する機器を有す
る。いくつかの応用として、治療用装置は、腫瘍を対象とする治療を管理するように構成
されている。
【００２８】
　実施形態では、治療用装置は、アンカが胃内に配置されたとき、患者の胃の胃内容排出
を妨げるように構成された取付具を有する。
【００２９】
　実施形態では、治療用装置は、アンカのバルーン連結部に連結されたバルーンを有する
。いくつかの応用として、アンカは、アンカの外表面の周りに巻き付けられ、アンカの近
位端からバルーンの内部へ延びる導管を有する。
【００３０】
　実施形態では、バルーンは患者の満腹感を促進するように構成されている。代替的に又
は付加的に、バルーンは、患者の蠕動の波及び胃内容排出を妨げるように構成されている
。
【００３１】
　いくつかの応用として、バルーンは第１のバルーンを有し、治療用装置は第２のバルー
ンを有する。
【００３２】
　実施形態では、バルーンは、アンカのバルーン連結部分の周りに配置される。いくつか
の応用として、アンカは、バルーン連結部の各両端に近位部及び遠位部を有し、バルーン
はバルーン連結部に連結されると共に近位部又は遠位部には連結されない。いくつかの応
用として、アンカのバルーン連結部の長さは、アンカの全長の５０パーセントより小さい
というように、アンカの全長の７５パーセントより小さい。
【００３３】
　実施形態では、アンカは、アンカの近位端からバルーンの内部にまで延びるガイド溝を
有する形状とされている。いくつかの応用として、機器は、ガイド溝を通るように配置さ
れて構成された遠位端及び近位端を有する導管を有し、遠位端はバルーンの内部に開いて
いると共に近位端はアンカの外側に開いている。
【００３４】
　実施形態では、アンカの遠位部は、アンカが湾曲形状となっているとき、湾曲形状を有
する。いくつかの応用として、アンカの遠位部は、アンカが湾曲形状となっているとき、
螺旋形状を有する。いくつかの応用として、アンカの近位部は、アンカが湾曲形状となっ
ているとき、螺旋形状を有する。
【００３５】
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　実施形態では、アンカの近位部は、アンカが湾曲形状となっているとき、湾曲形状を有
する。いくつかの応用として、アンカの近位部は、アンカが湾曲形状となっているとき、
螺旋形状を有する。
【００３６】
　実施形態では、アンカはその遠位端から延び、遠位端を備えた細長い付属物を有し、付
属物は、アンカが湾曲形状となっているとき、その遠位端がアンカの近位端近傍にある状
態となるように構成されている。いくつかの応用として、付属物は、ハウジングとその中
にワイヤとを有し、ワイヤは、第１の可撓性の部分と、第２の比較的剛体の部分と、第３
の比較的可撓性の部分とを有する。いくつかの応用として、機器は、アンカに連結された
バルーンを有し、付属物は、バルーンが膨張したとき、付属物の遠位端がアンカの近位端
近傍にないようにバルーンによって移動されるように構成されている。
【００３７】
　本発明の実施形態に従って、患者の胃腸管内で使用する機器であって、真っ直ぐなロッ
ドと閉じた遠位端及び開口近位端を備えた可撓性の管状のアンカであって、予め選択され
た湾曲形状となる方向に当該アンカを付勢する弾力性のある記憶物質を有する材料を含み
、開口近位端から遠位端に向かって延びる中核を有する形状とされると共に中核に真っ直
ぐなロッドを挿入することによって予め選択された湾曲形状から真っ直ぐになるように構
成された可撓性の管状のアンカとを有する機器が提供される。
【００３８】
　本発明の実施形態に従って、患者の胃の中で使用する機器であって、近位部及び遠位部
とそれらの間のバルーン連結部とを備え、胃に適合する大きさで、細長く生体適合性のあ
るアンカと、近位部又は遠位部ではなく、アンカのバルーン連結部に連結されたバルーン
とを有する機器が提供される。
【００３９】
　実施形態では、バルーンは患者の満腹感を促進するように構成されている。代替的に又
は付加的に、バルーンは、患者の蠕動の波及び胃内容排出を妨げるように構成されている
。
【００４０】
　実施形態では、アンカは患者の胃内容排出を妨げるように構成されている。
【００４１】
　実施形態では、アンカは胃の中で予め選択された湾曲形状となるように構成されている
。
【００４２】
　実施形態では、バルーンは、アンカのバルーン連結部周りに配置されている。いくつか
の応用として、アンカのバルーン連結部の長さは、アンカの全長の５０パーセントより小
さいというように、アンカの全長の７５パーセントより小さい。
【００４３】
　本発明の実施形態によれば、可撓性の管状のアンカであって、予め選択された湾曲形状
となる方向に当該アンカを付勢する弾力性のある記憶物質から成るアンカを、当該アンカ
の開口近位端から遠位端に向かって延びる中核に真っ直ぐなロッドを挿入することによっ
て真っ直ぐになるようにすることと、患者の胃腸内にロッドと共に真っ直ぐなアンカを挿
入することと、アンカをロッドから取り除き、それによって、アンカが予め選択された湾
曲形状となるようにすることとを含む方法が提供される。
【００４４】
　いくつかの応用として、真っ直ぐなアンカを挿入することはアンカをガイドワイヤ上に
曲がりくねって進めることを含む。なお、真っ直ぐなアンカを挿入することは、アンカを
オーバーチューブ内に挿入することを含む。
【００４５】
　いくつかの応用として、中核に真っ直ぐなロッドを挿入することは、アンカと軸線が一
直線にされているプッシングカテーテルのボアを通してロッドを挿入することを含み、ロ
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ッドをアンカから取り除くことは、プッシングカテーテルを押すことによってアンカをロ
ッドから押し外すことを含む。
【００４６】
　いくつかの応用として、バルーンを膨張させることは、胃腸管内に膨張ガイドを挿入す
ることと、膨張ガイドを介してバルーンを膨張させることとを含む。いくつかの応用とし
て、バルーンを膨張させることは、ガイド管を通る膨張ガイドを介してバルーンを膨張さ
せることを含む。
【００４７】
　本発明の実施形態に従って、近位部及び遠位部とそれらの間のバルーン連結部とを備え
た細長いアンカを患者の胃の中に挿入することと、近位部及び遠位部ではなくアンカのバ
ルーン連結部に連結されるバルーンを膨張させることとを含む方法が提供される。
【００４８】
　本発明の実施形態に従って、患者の胃の中で使用する機器であって、胃の中に配置され
るのに適したバルーンと、バルーンに連結されると共にバルーンが患者の十二指腸を通る
ことを防止するように構成されているアンカと、バルーンが膨張することを可能にするよ
うにバルーンに連結されると共にバルーンの膨張を促進するために患者の胃から口にまで
延びるように構成されている膨張チューブとを有する機器が提供される。
【００４９】
　実施形態では、膨張チューブは、元の長さの２．５倍以上、例えば（元の長さの６倍の
ように）元の長さの２．５～１０倍にまで伸びるように構成されている。
【００５０】
　実施形態では、アンカは弾力性のあるチューブを有し、機器は、弾力性のあるチューブ
の湾曲の範囲を制限し弾力性のあるチューブに連結された湾曲制限チューブを有する。
【００５１】
　実施形態では、膨張チューブは、弾力性のあるチューブ内に配置されるように構成され
、弾力性のあるチューブは、膨張チューブが真っ直ぐな配置となるか又は所定の限界まで
曲げられることを可能にする。
【００５２】
　実施形態では、アンカは、予め選択された湾曲形状となる方向に当該アンカを付勢する
弾力性のある記憶物質を有する材料からなる。
【００５３】
　実施形態では、機器は、真っ直ぐなロッドを有し、アンカが遠位端及び開口近位端を有
し、アンカが開口近位端から遠位端に向かって延びる中核を有する形状とされ、アンカが
中核内に真っ直ぐなロッドを挿入することによって予め選択された湾曲形状から真っ直ぐ
にされるように構成されている。
【００５４】
　実施形態では、バルーンは患者に満腹感を促進するように構成されている。
【００５５】
　実施形態では、バルーンは、患者の蠕動の波及び胃内容排出を妨げるように構成されて
いる。
【００５６】
　実施形態では、機器は、治療用装置及び送信機からなるリストから選択され、アンカに
連結される機器を有する。
【００５７】
　実施形態では、機器は、膨脹チューブの近位端に連結され、そこから患者の胃の中への
流体のリークを防止することによって、バルーン内の圧力を維持するように構成された閉
鎖機構を有する。
【００５８】
　実施形態では、機器は、膨脹チューブに可逆的に係合及び装着することによって膨脹チ
ューブを伸ばすように構成された引き抜き具を有する。
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【００５９】
　実施形態では、機器は、膨脹チューブが伸ばされている間に膨脹チューブに一時的に連
結されるように構成されると共に伸ばされた後に少なくとも部分的に膨脹チューブが緩め
られているとき、バルーンの膨脹を促進するように構成された充填チューブを有する。
【００６０】
　本発明の実施形態に従って、患者の胃の中に膨張チューブと流体連通する胃腸バルーン
を挿入することと、その挿入の後にバルーンの膨張の度合を評価することと、バルーンの
膨張の必要性を確認することに対応して胃内にバルーンを保持する間に膨張チューブを伸
ばすことと、膨張チューブを伸ばした後にバルーンを膨張させることとを含む方法が提供
される。
【００６１】
　実施形態では、バルーンの膨張の度合を評価することは、患者の減量の度合を決定する
ことと、減量をバルーンの膨張の度合と関連付けることとを含む。
【００６２】
　実施形態では、バルーンを膨張させることは、膨張チューブの近位端が患者の体外にあ
る間に流体を膨張チューブに注入することを含む。
【００６３】
　実施形態では、方法が、膨脹チューブを伸ばした後に該膨脹チューブを充填チューブに
一時的に連結することを含み、バルーンを膨脹させることが、充填チューブが膨脹チュー
ブに連結している間に膨脹チューブの少なくとも一部を胃に戻すことを可能にすることと
、膨脹チューブの一部が胃の中に配置されている間に充填チューブを介して流体を膨脹チ
ューブ内に注入することとを含む。
【００６４】
　実施形態では、膨脹チューブを伸ばすことは、患者の口から膨脹チューブの近位端を引
き抜くことを含む。
【００６５】
　実施形態では、膨脹チューブの近位端を引き抜くことは、膨脹チューブをその静止長の
２．５倍まで伸ばすことを含む。
【００６６】
　本発明の実施形態に従って、患者の胃の中で使用しアンカを具備する機器であって、緩
められた状態のとき、アンカが患者の十二指腸内に入ることを防止する略平面的な基部を
有する形状とされた可撓性チューブと、基部の近傍に配置された端部を有し、基部の形状
を維持することを補助するように構成された少なくとも２つのクロスバー要素とを具備す
る機器が提供される。
【００６７】
　実施形態では、アンカは、胃の空洞の自然な収縮を或る程度妨げるように、空洞の中に
配置されるように構成されている。
【００６８】
　いくつかの応用として、可撓性チューブは、基部によって形成される平面から離れて突
出する近位部を有する形状とされ、機器は、可撓性チューブの近位部に連結されたバルー
ンを有する。いくつかの応用として、アンカは、クロスバー要素の１つを囲む少なくとも
１つのスリーブを有する。
【００６９】
　実施形態では、クロスバー要素は、貫通する内腔を有する形状とそれぞれされており、
クロスバー要素は、内腔を通過する弾力性のある連結バンドをそれぞれ有する。いくつか
の応用として、各連結バンドの２つの部分は、対応するクロスバー要素から突出し、基部
上で略互いに対向する２つの対応する箇所で基部に連結される。いくつかの応用として、
アンカは、伸ばされたとき、可撓性チューブが略真っ直ぐであり、クロスバー要素が可撓
性チューブと略平行に配置される細長い状態となるように構成されている。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００７０】
　本発明の方法及び機器は、以下に詳細に記載される特定の実施形態、及び、このような
実施形態を説明し例示する添付図面を参照しながらより理解されるであろう。
【００７１】
　図面によって例示されるような以下の好適な実施形態は、本発明の実施形態の説明のた
めであり、本発明の特許請求の範囲によって網羅されるような本発明を限定することを意
図するものではない。
【００７２】
　概して図に示されるような浮遊する胃腸アンカ１は、胃腸管内で機器を固定するために
提供される。ここで用いられる胃腸管は食道を含む。機器と方法が、減量に影響を及ぼす
ために胃の中で膨脹するバルーンを固定するために有用ないくつかの実施形態で記載され
ているが、ここに記載された機器と方法が、胃腸管内のどの場所でもその意図した目的の
ために任意の機器を固定するために使用可能であることを理解されたい。
【００７３】
　図１は、本発明の実施形態による浮遊する胃腸アンカを示す。図１の実施形態に示され
るように、アンカ１は概ねＣ型又はＵ型である。アンカは、遠位端２と、近位端４と、側
壁５とを有する。遠位端は、挿入を容易にするため選択的に先細となっている。近位端４
は、アンカの略全長に亘って延びる中核７内に開口する開口部６を形成するような形状と
されている。遠位端は、開いていても閉じていてもどちらでもよい。遠位端は、通常は先
細となっている。（以下の図７に記載されている）剛体の挿入ロッド８は、患者内へアン
カを挿入する間、開口部６及び中核７内に挿入される。アンカ１は、真っ直ぐにするため
に十分な可撓性を有する材料から成るが、予め選択された湾曲形状に一致させるために弾
力性の「記憶能力」を有する。この弾力性の記憶能力は、材料自体に備わっていてもよく
、或いは、別の材料の付加によってもよい。例えば、アンカが元に戻った形状は、バネ鋼
又はプラスチックの挿入のような記憶能力を有する付加的な材料を包含させることによっ
て決定されてもよい。アンカの材料は、当業者にとって公知のような、胃の酸性環境に耐
えることができる生体適合性のある材料を含む。
【００７４】
　いくつかの応用として、アンカの遠位端と近位端との間の略中間にバルーン１０が配置
され、バルーン１０は、通常、アンカに固定されると共にアンカを包囲する。バルーン１
０は、その収縮した状態が図１に示されている。バルーンは、通常、胃管腔の酸性環境に
耐えることができる生体適合性のある材料から製造される。ガイド溝１１は、通常、アン
カの側壁５内に形成される。このガイド溝によって、薄い壁のある導管（図示せず）を、
アンカの側壁に沿ってバルーン１０の内部空間内に、最終的なその膨脹のために通すこと
ができる。ガイドワイヤ管１２は、通常、アンカを胃の中に挿入する間にガイドワイヤを
挿入するために、アンカ１の壁に形成されている。なお、アンカを胃腸管内に挿入する間
、ガイドワイヤの代わりにオーバーチューブを使用してもよい。アンカの直径が十分小さ
い場合には、アンカを胃腸管内へ導くオーバーチューブとして、内視鏡の生検通路を使用
しても良い。
【００７５】
　なお、バルーン１０は、アンカに対して、その近位端若しくは遠位端又はそれらの間の
任意の位置に配置してもよい。
【００７６】
　図２及び図３は、本発明の実施形態による図１のアンカ１の別の構造の側面図及び断面
図である。この構造において、図１のガイド溝１１は、アンカ１の側壁５内に形成された
ガイド管１４に置き換えられている。いくつかの応用として、アンカの側壁５は、（図３
に示されるように）当技術分野で十分公知のように、例えば、標準の０．７１１ｍｍのガ
イドワイヤといった標準のガイドワイヤのようなガイドワイヤが、通過可能なガイドワイ
ヤ管１２を形成することが可能な形状とされている。
【００７７】
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　図４は、アンカの側壁５のガイド管１４内に挿入され、バルーン１０の内部を曲がりく
ねって進む、薄い壁のある導管１６を備えた図２のアンカ１を示す。（なお、導管１６は
、図１を参照しながら上述したように、側壁５のガイド溝１１内に挿入される。）バルー
ン１０は、図４では膨脹した状態で示されている。導管１６の近位端１８は、膨脹したバ
ルーンを備えたアンカが胃管腔内にある間に、患者の口の外へ導管を通過させるように、
例えば６０ｃｍといった十分な距離を伸張する。取付具２０は、導管１６の近位端１８に
ある。通常、取付具２０は、「ルアーロック」型、又は、シールされた機構内でバルーン
の膨脹を可能にする、当業者にとって公知の同等の自己シール機構を有する。胃の中へバ
ルーンを挿入することは、患者内で満腹感を促し、蠕動の波及び胃内容排出を概して妨げ
る。いくつかの応用として、導管１６は、図２のガイド管１４又は図１のガイド溝１１を
通すというよりも、アンカ１の外表面の周りに巻き付けられる。これらの応用として、通
常、アンカ１はガイド管１４又はガイド溝１１のいずれでもない形状に形成される。
【００７８】
　導管の内径及びその内腔は、通常、任意のバルーンを膨脹させるのに十分な大きさであ
る。導管は、酸性環境に耐えることができ、且つ、アンカの様々な形態においてアンカと
共に曲げることができる生体適合性のある材料を含む。バルーンは、胃管腔を充填又は部
分的に充填するのに十分な容量に、即ち、通常、胃の大きさに応じて、約４００ｃｃと約
１０００ｃｃ間で膨脹する。アンカは、通常、先細の先端の端部から、例えば５ｃｍ毎に
操作者を案内する助けとなる外側の目印を有する。
【００７９】
　図５は、本発明の実施形態によるアンカ２２を示す。以下の記載を除き、アンカ２２は
、図１～４を参照しながら上述したアンカ１と概ね同様である。アンカ２２は、Ｓ型形状
とされ、例えば遠位バルーン２４及び近位バルーン２６といった、２つ又はそれ以上のバ
ルーンを有する。いくつかの応用として、アンカ２２は、近位バルーンの近位にあるアン
カの一部がないような形状とされる。図５に示されるような複数バルーンの構造において
、対応する数の管が、導管を対応するバルーンの内部に案内するために用いられる。遠位
管２８は、遠位導管３０を遠位バルーン２４へ案内し、近位管３２は近位導管３４を近位
バルーン２６へ案内する。３以上のバルーンを備える場合には、対応する数の導管が同様
に用いられる。膨脹ポートは、胃管腔内を見た場合に内視鏡の操作者にとって簡単に見分
けが付くような方法でマークされた遠位と近位である。
【００８０】
　図６は、近位バルーンと遠位バルーンとが膨脹した状態の図５のアンカ２２を示す。
【００８１】
　図７は、本発明の実施形態による胃腸管内に挿入される前の真っ直ぐにされた状態のア
ンカ１の側面図である。剛体のロッド８は、通常、アンカ１の中核７の全長に亘って延び
ており、そのため、アンカ１は概ね真っ直ぐな形状となっている。（なお、剛体のロッド
は、中核の長さの一部のみに亘って延びていてもよい。）近位端３７及び遠位端３８を備
えたプッシングカテーテル３６が、アンカ１と軸線が一直線になって示されている。プッ
シングカテーテル３６は、それを貫通して全体に亘って延びるボア３９を有する。ロッド
８は、ボア３９の全体に亘って延びると共にプッシングカテーテルの近位端３７の外側に
延びている。剛体のロッド８は、通常、剛体で曲げることのできない生体適合性のある材
料を含み、プッシングカテーテルから容易に出たり入ったり滑る。なお、剛体のロッドは
、概ね剛体の生体適合性のある材料を含み、わずかに曲げることが可能であっても、プッ
シングカテーテルから容易に出たり入ったり滑ることができるのに十分剛体であればよい
。剛体のロッド８は、プッシングカテーテル３６のボア３９と完全に係合するのに十分長
く、且つ、プッシングカテーテル３６の近位端３８の外へ、約３５ｃｍと約５５ｃｍとの
間だけ、例えば、図１～４を参照しながら上述したようなＣ型の形状の場合、約４０ｃｍ
又は約４５ｃｍだけ延びるのに十分長い。プッシングカテーテル３６の遠位端３８を通っ
て延びるロッド８の遠位部は、アンカ１の中核７内に挿入される。図５及び６を参照しな
がら上述したＳ型形状又は図１２Ａ－Ｂを参照しながら以下に述べるような螺旋形状とい
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った他の形状で用いた場合、ロッド８は、これら形状の中核の長さにとって適した長さを
有する。
【００８２】
　押しタブ４０は、プッシングカテーテルの近位端３７近傍に選択的に設けられる。タブ
４０は、ロッド８の近位端を患者の口に対して固定している間にタブを前方へ押すことに
よって、アンカ１からロッド８を取り外すために、内視鏡の操作者によって使用される。
プッシングカテーテルは、通常、生体適合性のある剛体で曲げることのできない材料を含
むか、又は、概ね剛体であるが、わずかに曲げることができる材料を含む。
【００８３】
　アンカ１が胃腸管内に挿入されると共に真っ直ぐなロッドが取り除かれた後、アンカは
予め定められた形状である、Ｃ型、Ｓ型、Ｕ型、又は予め選択されたその他任意の湾曲形
状をとる。予め選択された湾曲形状をとることによって、アンカは、挿入された機器の移
動を概ね防止することができる。アンカの材料は、展開のために真っ直ぐにするのに十分
可撓性があり、ロッド８が取り除かれた後に残る記憶形状を有する。このように、アンカ
の材料は、その記憶形状をとった後でさえ、安全で傷つけることなく内視鏡を取り外すこ
とを容易にする。必要に応じて、アンカ１は、取り除く間に、部分的に又は完全に真っ直
ぐにされてもよい。アンカ１は、１つ又は複数のバルーン、送信機、カメラ、又は胃管腔
内に配置されることが望まれる他の任意の機器の輸送を可能にする。
【００８４】
　アンカ１は、図１～４を参照しながら上述したようなＣ型の場合、通常、約３０ｃｍと
約５５ｃｍの間、例えば、約４０ｃｍの全長を有する。略真っ直ぐの中央部は、通常、約
１５ｃｍと約２５ｃｍの間、例えば、約１６ｃｍ又は約２０ｃｍの長さを有し、各端部は
、通常、約８ｃｍと１５ｃｍの間、例えば約１０ｃｍ又は約１２ｃｍの長さを有する。も
ちろん、これらの寸法は、胃の形状及び大きさに応じて変化する。胃腸管の他の領域は、
様々な形状及び大きさが必要である。通常、アンカ１の遠位端２は閉じており、胃腸管を
通過しやすいように柔軟で可撓性のある先端を有し、先細となっている。
【００８５】
　図８は、本発明の実施形態によるアンカ１の遠位端２に取り付けられた付属物４２を示
している。付属物４２は、（現在示しているような形状である）図５及び６を参照しなが
ら上述したように、アンカ２２の遠位端２に取り付けられてもよい。付属物４２は、可撓
性のシャフト４４に収容されたワイヤ４５を有する。付属物は、遠位端２の細長い延長で
あり、遠位端２と同じ材料を含むことが好ましい。付属物は、糸状であって約３～５ｍｍ
の直径であることが好ましい。そこに収容されたワイヤ４５は、通常、比較的短く比較的
可撓性の（例えば、約５ｃｍの長さを有する）部分４６を有する単一片である。ワイヤが
この「糸状の」付属物内に延びているので、より長い比較的固い（例えば、約８～１０ｃ
ｍの長さを有する）部分４８の後に、第三の可撓性の（例えば、約３ｃｍの長さを有する
）部分５０が続く。なお、ワイヤ４５は、他の可撓性があり且つ固く、それぞれが様々な
長さを有する部分の異なる配置を有してもよい。
【００８６】
　バルーン１０が収縮状態のとき、付属物４２は、通常、付属物４２の遠位端５２がアン
カ１の近位端４近傍に位置決めされている図８に示すような配置となる（説明の明確化の
ため、図８においてバルーン１０は示されておらず、バルーンは、例えば、図１の収縮状
態と見ることができる。）この状態において、付属物４２は、バルーン１０が膨脹しない
場合に、機器のさらなる安全を提供する。付属物４２は、アンカ１の近位端４と遠位端２
との間の隙間をふさぎ、それによって、胃の外及び幽門の中へ予期せず移動することを防
止している。バルーン１０が例えば図４に示されるように膨脹すると、付属物４２は、（
付属物４２の遠位端５２が、もはやアンカ１の近位端４近傍に配置されないので）バルー
ンによって簡単に移動させられる。
【００８７】
　図９及び図１０は、本発明の実施形態によるアンカ１に連結される取付具６０を示す。
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取付具６０は、（構成は図示していない）図５及び６を参照しながら上述したように、ア
ンカ２２に取り付けられてもよい。付属具６０は、例えば、コード、リボン、スポンジ、
他の薄い材料、又はこれらの組み合わせを含んでもよい１つ又は複数の要素４８を有する
。要素４８は、通常、生体適合性のある材料を含む。取付具６０は、空洞の全部又は一部
を埋めるように構成され、それによって、胃内容排出を妨げている。いくつかの応用とし
て、図９に示されるように、取付具６０はバルーン１０の代わりに使用される。これらの
応用において、取付具６０は、例えば、アンカ１の中央部に連結してもよい。なお、いつ
くかの応用として、図１０に示されるように、取付具６０はバルーン１０と組み合わせて
使用してもよい。これらの応用において、取付具６０は、例えば、アンカ１の側部のアー
ムに連結してもよい。
【００８８】
　図１１は、本発明の実施形態によるアンカ１に接続される機器７０を示している。機器
７０は、送信機、又は別々に配置可能なカメラのような他の任意の機器、又は（図１１に
示されるように）バルーン１０のような他の任意の機器との組み合わせを有する。機器７
０は、別のタイプの治療用装置を有してもよく、例えば、機器５０が投薬を管理する機器
又は腫瘍を対象とする機器を有してもよい。機器７０が腫瘍を対象とする機器を有するい
くつかの応用として、機器７０は、化学療法、放射線療法、光線力学療法、腫瘍焼灼療法
、シードインプラント（Ｓｅｅｄ　Ｉｍｐｌａｎｔ）療法、又は当業者にとって公知の他
の任意の腫瘍治療を管理するように構成される。
【００８９】
　本発明の実施形態による遠位端で湾曲した螺旋形状であるアンカ１の形状を示す図１２
Ａ及び図１２Ｂを参照しながら説明する。いくつかの応用として、ガイド管１４は中核７
内に配置される。バルーン１０は従来の方法で膨脹させてもよい。螺旋の直径は、幽門を
通過しないように、例えば、約４ｃｍと約２０ｃｍの間、例えば、約８ｃｍと約１４ｃｍ
の間である。例えばバルーン１０といった治療用装置、例えばカメラ又は他の送信機とい
った送信機器、又は他の治療要装置７０のような機器は、アンカの真っ直ぐな部分に連結
される。いくつかの応用として、アンカの近位端は、傷を付けない表面を形成することに
よって、組織の外傷を減少させる湾曲した先端（例えば、螺旋形状）を有する。
【００９０】
　図１～図１２Ｂを参照しながら上述したアンカの遠位端２は、通常、先細ではなく、む
しろ接触時の組織の損傷を防止するため丸められている。アンカは、通常、径約７～３５
Ｆｒ、例えば約７～２０Ｆｒ又は約２５～３５Ｆｒを有する。いくつかの応用として、ア
ンカの内面は、ロッド８の通過を可能にするため及び／又は形状の維持のために、アンカ
の残りの部分とは異なる生体適合性のある材料を有している。別体のガイドワイヤ管１２
を備えない応用として、アンカは、通常、例えば約６～１６Ｆｒのより小さい径を有する
。更に、また、アンカの中核７はガイドワイヤ又はガイドワイヤ／真っ直ぐなロッドの組
み合わせとして使用される。
【００９１】
　展開
　本発明の実施形態の使用の以下の例示は、本発明の範囲を限定することを意図していな
いことを理解されたい。
【００９２】
　本発明の実施形態では、ここに記載された胃腸用機器の展開は、胃のオーバーチューブ
を用いて又はガイドワイヤに亘って行われる。これらの標準的で、十分確立された技術は
、ここに記載された新規の技術及び機器と共に使用するのに適している。ガイドワイヤ法
は、上部胃腸管において、食道狭窄に関連して記載されてきた。蛍光透視法を必要とする
ことなく、ガイドワイヤを通り過ぎる食道拡張のための技術を含む、例えば、上述した論
文である非特許文献１，非特許文献２，非特許文献３に記載された技術を、変更すべきと
ころは変更して用いてもよい。
【００９３】
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　本発明の実施形態では、ここに記載されたアンカが、非特許文献３に記載され、以下に
記載されるように修正され、サバリシステムのガイドワイヤ技術を用いて展開される。上
部内視鏡検査は、食道、胃、十二指腸の完全な評価を行う。内視鏡の操作者は、切歯から
胃と食道の接合部までの距離を測定する。胃前庭部内で内視鏡を用いると、ガイドワイヤ
（の可撓性の先端）が、胃前庭部内へ直視下で通される。ガイドワイヤは、内視鏡が胃管
腔内からガイドワイヤを外しながら取り除かれるように進められる。次いで、（口の外側
にある）ガイドワイヤの自由端は、アンカのガイドワイヤ腔内へ配置される。アンカは、
（口に対するガイドワイヤの位置を変更することなく）ガイドワイヤに亘って押し込まれ
、口の中を通過し、食道の下まで到達される。（初期の内視鏡検査の間に内視鏡の操作者
によって知られるように）アンカの切歯の外側の目印は、胃と食道の接合部の度合よりも
大きい６～８ｃｍであり、プッシングカテーテルの押しタブは、患者の口に対して固定さ
れたロッドを保持する間に、前方へ押される。一旦、アンカがロッドから自由になると、
ロッド、ガイドワイヤ、及びプッシングカテーテルは取り除かれる。導管の膨脹ポートは
口の外側に留まる。次いで、内視鏡は、アンカの位置を点検するため再び挿入され、必要
な調整がなされる。次いで、導管の膨脹ポートは、ルアーロック注射器を用いてアクセス
され、胃のサイズに応じて、約４００～１０００ｃｃの流体によって膨脹され、それは内
視鏡的に観察可能である。複数のバルーンを備えたアンカの実施形態の場合には、これが
繰り返される。次いで、導管のチューブは、スネア、フック、カテーテル、グラビング鉗
子、又は同等品を用いて、胃の中に引っ張り込まれる。一旦、導管のチューブが胃管腔内
に入ると、内視鏡は取り除かれ、手順は完了する。
【００９４】
　しばらく経って、バルーンを調整する必要がある場合には、スネア、フック、カテーテ
ル、グラビング鉗子、又は導管チューブの自由端の同等のアクセス手段を用いた内視鏡検
査を行うことが可能である。導管は、口から引っ張り出され、膨脹又は収縮が行われ、続
いて導管の自由端を上述のように胃管腔の中に引っ張り込まれる。本願を読んだ当業者に
とって明らかなように、ここに記載された実施形態は、多くの挿入方法を用いて胃腸管内
へ配置されてもよい。
【００９５】
　本発明の実施形態では、ここに記載されたアンカは、以下に記載されるように修正され
た標準的な胃のオーバーチューブ法を用いて展開される。標準的な内視鏡検査は、食道、
胃、十二指腸の検査で行われる。次いで、内視鏡が取り除かれ、普通の技術を用いて胃の
オーバーチューブが配置される。異物の除去及び複数の内視鏡的な挿管のための胃のオー
バーチューブを使用する上述の非特許文献４に記載された技術が、通常、使用される。一
旦、オーバーチューブが所定位置に配置されると、アンカはオーバーチューブを通って配
置される。ガイドワイヤ技術に関して上述したように、一旦、アンカの遠位端が胃と食道
の接合部を超えて６～８ｃｍになると、プッシングカテーテルのタブが押される。アンカ
のロッドが外されると、ロッド及びプッシングカテーテルが取り除かれる。次いで、内視
鏡は、上述のように、オーバーチューブを通過してアンカの位置を検査する。手順の残り
の部分は、上述したガイドワイヤの手順と同じである。
【００９６】
　予め選択された湾曲形状に戻ったアンカは、収縮したバルーンを移動から防止し、それ
によって、安全な減量機器を提供する。アンカは２つ以上のバルーンのアンカに使用可能
であり、残す必要がある任意の機器を胃管腔内に固定することが可能である。アンカは、
体重の減少が頭打ちになり且つ更に減量したいと望む肥満手術後の患者に使用可能である
。アンカは、任意の種類の機器が所定位置に残す必要がある場合、胃腸管内どこでも使用
可能である。アンカの場所は、その予め決定された形状、幾何学、及び大きさを決定する
。アンカは、通常、内視鏡的に配置され、外来診療の場で意識下鎮静の下で、内視鏡的に
取り除かれる。
【００９７】
　本発明の実施形態に従って、バルーン９２を備える肥満治療機器９０及びそれに連結さ
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れる浮遊する胃腸アンカ１０２の概略図である図１３～１６を参照しながら説明する。一
般に、他のアンカ及びバルーンに関して上述した技術は、変更すべきところは変更して、
機器９０と共に用いてもよい。
【００９８】
　図１３に示されるように、高い伸縮自在性の膨脹チューブ９６は、約１～６ｃｍ（例え
ば、約２～４ｃｍ）の長さＬ２だけバルーン９２の第１の端部から突出する。約６～１２
ｃｍ（例えば、約８～９ｃｍ）のチューブ９６の長さＬ１部分は、バルーン９２内に留ま
る。チューブ９６は、通常、シリコーン又は他の伸縮自在のエラストマー、又は元の長さ
の少なくとも約２．５～１０倍（例えば、元の長さの６倍）に伸張可能な別の生体適合性
のある材料を含む。膨脹チューブ９６が図１３において伸ばされていない状態で示されて
おり、その外径Ｄ１は、通常、約２～４ｍｍ、例えば、３ｍｍである。膨脹チューブ９６
は、通常、曲げることができ且つ弾力性があり、シリコーン又は他の適当な材料を含む支
持チューブ９４内に配置される。支持チューブ９４は、シリコーンベースの接着剤又は他
の生体適合性のある接着剤を含む封止剤１０４を用いて、バルーン９２のいずれかの端部
に固定されている。支持チューブ９４及び選択的に膨脹チューブ９６内の膨脹穴９８は、
バルーン９２の管腔及び膨脹チューブ９６の管腔間に流体連通を提供する。ルアーロック
及び／又は手締めキャップを通常有する閉鎖機構１２０は、そこから患者の胃の中への流
体のリークを防止することによって、バルーン９２内の圧力を維持する。
【００９９】
　ロッド挿入チューブ１００によって、（図７を参照しながら上述したロッド８のような
）剛体のロッドの挿入が、機器９０の埋め込み時にアンカ１０２を真っ直ぐにするように
なる。一旦、機器９０が患者の胃の中に配置されると、剛体のロッドは取り除かれ、アン
カ１０２は（例えば、図１３に示されるような螺旋形状の）アンカの形状となる。アンカ
１０２は、必ずしも幽門弁に隣接する空洞内にある必要は無いが、十二指腸内の糜粥の通
過を或る程度ゆっくりにし、それによって満腹感を増進する。
【０１００】
　図１３は、膨脹の度合が、患者の肥満を治療するのに十分であるか否かを確認するよう
に構成された初期試用期間の間に胃の中にあるような、部分的に膨脹した状態のバルーン
９２を概略的に示している。バルーンの膨脹が十分でないと判断された場合、例えば、患
者の体重が十分に低下していない場合、図１４～１６に示されるように、バルーン９２は
更に膨脹される。同様に、長い期間に亘ってバルーンの膨脹の度合が減少している場合に
は、バルーンは図１４～１６に示されるように更に膨脹されてもよい。
【０１０１】
　図１４に示されるように、内視鏡的な引き抜き具１１０が閉鎖機構１２０又は膨脹チュ
ーブ９６と従来公知の技術を用いて連結し、膨脹チューブ９６を伸ばし、患者の食道を通
して胃から患者の口の中へ閉鎖機構１２０を引っ張り出す。この伸張によって、膨脹チュ
ーブ９６の外径はＤ１よりも小さい新しいＤ２に減少する。伸張した状態の膨脹チューブ
９６は、バルーン９２の再膨脹を促進することが可能となり、閉鎖機構１２０が患者の口
の中又はちょうど外側にある間は開いており、バルーン９２は、膨脹チューブ９６を介し
て膨脹される。
【０１０２】
　次に、図１５を参照する。膨脹チューブ９６が延びている間にバルーン９２を膨脹させ
るのが現実的ではない場合には、一時的な充填チューブ１３２が、膨脹チューブ９６と充
填チューブ１３２との間に流体連通を提供するために、閉鎖機構１２０又は一時的な連結
バルブ１３０に連結される。膨脹チューブ９６は、徐々に、その径をＤ２に戻しながら、
胃に戻され、バルーンが、流体を一時的な充填チューブ１３２及び膨脹チューブ９６に通
すことによって膨脹される。次いで、バルーンを、図１６に示されるようなその新たな膨
脹した状態に維持するために、一時的な充填チューブ１３２は、膨脹チューブ９６から切
り離され、閉鎖機構１２０が閉じられる。
【０１０３】
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　必要に応じて、同様の技術がバルーン９２を部分的又は完全に膨脹させるために使用す
ることが可能である。
【０１０４】
　本発明の実施形態に従って、胃腸のアンカ１０２又は別のアンカ内に配置するための湾
曲制限チューブ１４０の概略図である図１７Ａ及び図１７Ｂを参照する。湾曲制限チュー
ブ１４０は必ずしもステンレス鋼を含まなくてもよいが、湾曲制限チューブ１４０を真っ
直ぐな状態にするか又は所定の限界にまで曲げることを可能にする複数のスリット１４２
を有する形状とされている。任意の応用例の必要に応じて、スリット１４２の寸法は、図
１７Ａ及び図１７Ｂに示されたスリットと異なってもよい。例えば、スリットは、湾曲制
限チューブ１４０をより多く又はより少なく曲げることを可能にするように構成されてい
る。更に、スリット１４２は、湾曲制限チューブ１４０の片側にのみあるように示されて
いるが、いくつかの応用として、例えば、湾曲制限チューブ１４０の後方及び前方の曲げ
又は任意の方向に曲げることを制限することを可能にするように、スリットが示されてい
るのとは異なる位置に配置されてもよい。例えば、湾曲制限チューブ１４０が胃腸のアン
カ１０２内に挿入されるように構成された応用として、スリット１４２は、アンカ１０２
の発展する過度の湾曲を抑制するが、アンカ１０２が図１５に示される配置をとることを
可能にするように湾曲制限チューブ１４０上に配置される。
【０１０５】
　いくつかの応用として、湾曲制限チューブ１４０は、過度の曲げを抑制する湾曲制限チ
ューブによって置換又は補完される。例えば、一連の鎖状のビーズ又は自由なビーズが、
アンカ１０２の全長に沿って連続している湾曲制限チューブ内に配置されてもよく、互い
に近接したビーズは局所の湾曲を制限するために使用されてもよい。必要に応じて、ビー
ズは、アンカの湾曲を制限するように、球状のビーズ、又は突起を備えた成形したビーズ
から成ってもよい。代替的に又は付加的に、アンカ１０２内に配置された湾曲制限チュー
ブ又はアンカ１０２の全長に沿って連続している湾曲制限チューブは、湾曲制限チューブ
を囲む複数の密集したリングを有し、それによって、湾曲制限チューブ及びアンカの過度
の湾曲が、リング同士の接触によって防止される。
【０１０６】
　本発明の実施形態に従って、浮遊する胃腸アンカ２００の概略図である図１８を参照す
る。アンカ２００の近位端２１０は、通常、必ずしもそうではないが、例えばバルーンと
いった治療用装置、例えばカメラ又は他の送信機器といった送信機器、又は他の治療用機
器のような機器に連結される。例えば、近位端２１０は、図１３～１６を参照しながら上
述したバルーン９２のようなバルーンに連結されてもよい。アンカ２００は、上述した他
の技術と、代替的に又は付加的に、組み合わせて用いてもよい。アンカ２００は、通常、
必ずしもそうではないが、幽門弁に隣接する空洞２１２内に配置され、自然の腔の縮小を
或る程度妨げ、それによって、胃内容排出を遅延させると共に満腹感を増進する。
【０１０７】
　アンカ２００は、緩められた状態で略平面的な基部２２２を有する形状とされた可撓性
チューブ２２０と、基部２２２によって形成された平面から略垂直方向に突出する近位部
２２４とを有する。なお、部分２２は、例えば正方形のような矩形又は楕円のような、別
の形状を有してもよい。なお、ここに記載され図１８に示された形状は、緩められた状態
にあるとき、アンカ２００を反映する。胃の中で展開したとき、アンカの形状は、胃壁に
よってアンカに加わる力のため変形してもよい。いくつかの応用として、チューブ２２０
は、シリコーン、ナイロン、ペバックス（登録商標）（アルケマ（Ａｒｋｅｍａ））、テ
フロン（登録商標）（デュポン）、ステンレス鋼、ニチノール、チタン、又は別の生体適
合性のある材料からなる。
【０１０８】
　アンカ２００は、少なくとも２つのクロスバー要素２３０を有し、その端部は、基部２
２２の近傍に配置される。アンカが丁度２つのクロスバー要素を有する応用として、２つ
の要素は、アンカが図１８に示されるような緩められた状態のとき、互いに略垂直である
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。クロスバー要素はアンカの形状を保持することを補助するので、アンカが上述したよう
な胃内容排出を妨げ、アンカは患者の十二指腸内に通過しない。いくつかの応用として、
クロスバー要素２３０は、金属のような（例えばステンレス鋼）剛体又はナイロン、ペバ
ックス（登録商標）（アルケマ）、テフロン（登録商標）（デュポン）又は金属インサー
トがある又はない他の同様な材料からなるのに対し、その他の応用として、クロスバー要
素は、プラスチック又はシリコーンのような、より可撓性であり、あまり剛体でない材料
から成る。
【０１０９】
　通常、各クロスバー要素２３０は、貫通する内腔を有する形状とされており、内腔を通
過する弾力性のある連結バンド２３２を有する。各連結バンド２３２の２つの部分は、ク
ロスバー要素から突出し、略互いに対向した２つの対応する箇所で基部２２２に連結され
る。いくつかの応用として、連結バンド２３２はその中央部が剛体であるのに対して、そ
の端部付近は弾力性がある。なお、クロスバー要素２３０は、連結バンド２３２を有さず
、その代わりに、基部２２２に直接連結されてもよい。更に、各クロスバー要素の１つの
端部は、基部２２２に直接連結されてもよい。
【０１１０】
　いくつかの応用として、クロスバー要素２３０の各中央部２４０は、クロスバー要素２
３０が略同じ平面をとることがより可能となるように、それぞれ切り欠き２４２を有する
形状とされている。なお、中央部は、切り欠かれていないインデントを有する形状とされ
てもよい。更に、クロスバー要素が、略単一面内にある間に互いに交差することができる
ように、クロスバー要素は、反対方向に僅かに湾曲していてもよい。更に、クロスバー要
素は、単にシリンダーのような形状であってもよい。
【０１１１】
　いくつかの応用として、アンカ２００は、スリーブ２４４を更に有し、各スリーブは各
クロスバー要素及びクロスバー要素から突出する各連結バンド２３２の全て又は一部を囲
む。スリーブの端部は、各連結バンドが連結する（例えば、図１９に示されるように）点
で、基部２２２に連結される。この構造において、各スリーブは、連結バンド２３２が機
能しなくなった場合には、バックアップとしての機能を果たす。なお、スリーブ２４４は
、各バンド又はクロスバー要素２３０に連結されてもよい。いずれの場合においても、ス
リーブ２４４は、通常、胃の内容物がクロスバー要素２３０に入るのを防止する補助をす
る。（明りょうのため、スリーブ２４４は、図２０Ａ～Ｄに備わっているが記載されてい
ない。）
【０１１２】
　基部２２２が略円形の応用として、基部は、通常、約５ｃｍと約１０ｃｍの間の径、約
７ｃｍの径を有し、クロスバー要素２３０は対応する長さを有する。基部２２２の可撓性
チューブ２２０は、通常、約５ｍｍと約１０ｍｍの間、例えば約８ｍｍの断面の外径を有
する。クロスバー要素は、通常、約４ｍｍと約１０ｍｍの間、例えば約６ｍｍの断面の外
径を有する。ここに記載された埋め込み可能機器の多くの部分は、円形の断面形状を有す
るが、本発明の範囲は他の断面形状の使用も同様に含む。
【０１１３】
　本発明の実施形態に従って、伸ばした状態のアンカ２００の概略図である図１９を参照
する。胃カメラを用いてアンカ２００の経食道への挿入を可能にするため、アンカは、通
常、可撓性チューブ２２０が略真っ直ぐになる細長い状態になるまで伸ばされる。クロス
バー要素２３０の弾力性のある連結バンド２３２は、アンカが細長い状態となることを可
能にし、クロスバー要素が緩められた状態から可撓性チューブ２２０と略平行になるまで
移動される。剛体のロッドは、挿入の間（ロッドは図示せず）に伸ばした状態を維持する
ため、可撓性チューブ２２０の管腔内に挿入される。一旦、アンカが胃の中に部分的又は
完全に配置されると、ロッドは取り除かれ、アンカは緩められた状態とすることが可能と
なる。
【０１１４】
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　図２０Ａ～Ｄは、本発明の実施形態に従って、アンカ２００の展開の概略図である。ア
ンカ２００を患者内に挿入する前に、ガイドワイヤ２５２が、従来技術で公知のように、
胃カメラを用いるなどして、経食道的に胃２５０内に挿入される。ガイドワイヤの遠位端
は、空洞２１２へ操作され、胃カメラが患者から取り除かれる。（ガイドワイヤ２５２の
挿入は図に示されていない。）アンカ２００は、図１９を参照しながら上述したように、
チューブの管腔内に概ね剛体のロッドを挿入することによって、その細長い状態をとるよ
うに構成される。図２０Ａに示されるように、細長いアンカは、細長いロッドの管腔を通
るガイドワイヤ２５２の上を胃２５０内へ経食道的に挿入される。
【０１１５】
　図２０Ｂ及びＣに示されるように、一旦、胃２５０内に入ると、アンカ２００は、ロッ
ドを引っ張り出すことによって、その緩められた状態に徐々に戻すことが可能となる。ロ
ッドを引っ張り出すことは、通常、埋め込み可能機器（例えば、バルーン２６０又はアン
カ２００）の一部を押してロッドから外すことを含む。いくつかの応用として、押し具（
図示せず）の遠位端は、埋め込み可能機器の部分に連結され、必要に応じて、押し具が埋
め込み可能機器の部分をロッド上に少なくとも部分的に引き戻すことができる。これらの
応用として、押し具は、通常、埋め込み可能機器の部分を把持し、さもなければ解放可能
に連結され、ロッドが十分に引っ張り出されると埋め込み可能機器の部分から医師によっ
て解放される。アンカ２００は、図２０Ｂでは部分的に緩められ、図２０Ｃには十分緩め
られて示される。なお、細長いロッドを引っ張り出すことは、ロッドが胃に過度の力を加
える可能性を最小限にするために、挿入手順の間（且つ、アンカが空洞に到達する前）に
出来るだけ直ぐに開始する。図２０Ｃに示される実施形態では、アンカ２００は、図１３
～１６を参照しながら上述したバルーン９２のようなバルーン２６０に連結される。図２
０Ｄでは、バルーン２６０は十分に膨脹し、アンカ２００は、空洞２１２内に配置され、
ガイドワイヤ２５２は患者から引っ張り出される。通常、胃カメラは、アンカの適切な配
置及び展開及び／又はバルーン２６０の膨脹を視覚的に確認するために用いられる。
【０１１６】
　本発明の範囲は、バルーンを同時に使用することのない上述した任意のアンカの使用を
含む。これらの実施形態では、アンカは、通常、胃内容排出を遅延させ及び／又はスペー
スを充填し、それによって、満腹感を生じさせる。必要に応じて、上述すると共に図面に
示された略螺旋状のアンカは、例えば、（いくつかの図に示されるように、空洞近傍の部
分の代わりに）胃の半分又は胃の略全部を占有することができるように、複数回の巻を有
する。
【０１１７】
　ここに記載した実施形態は、本願と同一出願人によって出願された１つ又は複数の以下
の出願、即ち、２００５年５月１８日に出願された特許文献６２、２００４年１２月２７
日に出願された米国仮出願第６０／６３９，８４３号、２００５年１２月２７日に出願さ
れた国際特許出願ＰＣＴ／ＩＬ２００５／００１３８１号、２００６年３月２８日にブル
ックスによって出願された「浮遊する胃腸アンカ」と題された米国仮出願第６０／７８７
，１２４号、２００６年６月２０日にブルックスによって出願された「浮遊する胃腸アン
カ」と題された米国仮出願第６０／８１５，６２４号、に記載された技術と組み合わせて
実践してもよい。本発明の範囲は、これら５つの各出願に記載された実施形態を含む。
【０１１８】
　本発明が、特に示され上述したものに限定されないことは当業者にとって当然であろう
。むしろ、本発明の範囲は、上述の記載を読んだ当業者が想起する従来技術に入らないそ
のバリエーション及び改良と同様に、上述した種々の特徴の組み合わせ及びサブコンビネ
ーションの両方を含む。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の実施形態に従って、浮遊する胃腸アンカの側面図である。
【図２】本発明の実施形態に従って、図１とは別の構造のアンカの側面図である。
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【図３】本発明の実施形態に従って、図１とは別の構造のアンカの断面図である。
【図４】本発明の実施形態に従って、膨脹したバルーンを示す図２に示された実施形態の
側面図である。
【図５】本発明の実施形態に従って、別の浮遊する胃腸アンカの側面図である。
【図６】本発明の実施形態に従って、膨脹した状態のバルーンを示す、図５のアンカの側
面図である。
【図７】本発明の実施形態に従って、胃腸管内に挿入される前の真っ直ぐな姿勢における
図１のアンカの実施形態の側面図である。
【図８】本発明の実施形態に従って、図１のアンカの遠位端に取り付けられた付属物を示
す。
【図９】本発明の実施形態に従って、図１のアンカに連結される取付具を示す。
【図１０】本発明の実施形態に従って、図１のアンカに連結される取付具を示す。
【図１１】本発明の実施形態に従って、図１のアンカに取り付けられた機器及びバルーン
の側面図である。
【図１２】（Ａ）本発明の実施形態に従って、螺旋形状の遠位端及び中核内にガイド管を
備える図１のアンカの形状の側面図である。（Ｂ）本発明の実施形態に従って、図１２Ａ
に示される構造の近位端の拡大図である。
【図１３】本発明の実施形態に従って、異なる段階の間での肥満治療機器の概略図である
。
【図１４】本発明の実施形態に従って、異なる段階の間での肥満治療機器の概略図である
。
【図１５】本発明の実施形態に従って、異なる段階の間での肥満治療機器の概略図である
。
【図１６】本発明の実施形態に従って、異なる段階の間での肥満治療機器の概略図である
。
【図１７】（Ａ）本発明の実施形態に従って、胃腸アンカ内に挿入する湾曲制限チューブ
の概略図である。（Ｂ）本発明の実施形態に従って、胃腸アンカ内に挿入する湾曲制限チ
ューブの概略図である。
【図１８】本発明の実施形態に従って、別の浮遊する胃腸アンカの概略図を示す。
【図１９】本発明の実施形態に従って、伸ばした姿勢における図１８のアンカの概略図で
ある。
【図２０】本発明の実施形態に従って、図１８のアンカの展開の概略図である。
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