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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
・横穴からなる針開口を定めるとともに、案内ワイヤを受け入れるように寸法付けられた
内腔および針開口の遠位側の尖った遠位端を有している中空の針、
・前記針にスライド可能に取り付けられる拡張器であって、外表面を有している拡張器、
・前記拡張器が鞘に対してスライドして変位することができるように前記拡張器へと取り
付けられる鞘であって、外表面を有している鞘、
・前記鞘の外表面と前記針との間に定められ、前記針開口を通って前記針の内腔に流体連
通している空間、および
・前記針が引き込まれたときに閉じて前記針の遠位端へと装着され、前記針の先端を保護
するとともに、前記針が前記拡張器から引き抜かれたときに前記針の先端を保護する鈍化
装置を有してあらかじめ組み立てられているアクセス装置であって、
　前記鞘の少なくとも前記空間に隣接する部位が、前記針の患者への適切な配置を確認す
るため、前記空間内に存在しうる体液を前記鞘を通して視認できるように、少なくとも半
透明であり、
　前記拡張器が、比較的小さな直径を有して該拡張器の近位端を定めているスパイン部と
、比較的大きな直径を有して該拡張器の遠位端を定めている膨らみ部分とを有しており、
拡張器開口が前記スパイン部に位置しているアクセス装置。
【請求項２】
　前記拡張器が、放物曲線を持つ遠位端を有している請求項１に記載のアクセス装置。
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【請求項３】
　前記針の近位端へと取り付けられ、案内ワイヤを受け入れるように寸法付けおよび配置
された管腔を定めている針ハブをさらに有している請求項１または２に記載のアクセス装
置。
【請求項４】
　前記拡張器の近位端へと取り付けられ、前記針の上をスライドして移動することができ
る拡張器ハブであって、該拡張器ハブおよび前記針ハブの対をなす相補的な部材によって
前記針ハブへと着脱可能に取り付けることができる拡張器ハブをさらに有している請求項
３に記載のアクセス装置。
【請求項５】
　前記針に流体連通している圧力計
をさらに有している請求項１～４のいずれか一項に記載のアクセス装置。
【請求項６】
　前記圧力計が、垂直成分を有する向きに保持されるように構成されたカラムを有してい
る請求項５に記載のアクセス装置。
【請求項７】
　前記カラムが、段階的な目盛りを有している請求項６に記載のアクセス装置。
【請求項８】
　前記圧力計が、止めコックを有している請求項５に記載のアクセス装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　カテーテルまたは血管用の鞘を血管へと挿入するための好ましい非外科的方法は、患者
の血管へのアクセス針の挿入を含むセルジンガー（Ｓｅｌｄｉｎｇｅｒ）法の使用を必要
とする。針を通って血管へと、案内ワイヤが挿入される。針が取り除かれ、拡張器と鞘と
の組み合わせが、案内ワイヤを覆って挿入される。次いで、拡張器と鞘との組み合わせが
、組織を通って血管へと短い距離だけ挿入され、その後に拡張器が取り除かれて廃棄され
る。次いで、カテーテルが、鞘を通って血管へと所望の位置まで挿入される。
【０００２】
　あるいは、マイクロアクセス法においては、アクセス針が患者の血管へと挿入される。
この針を通って血管へと、案内ワイヤが挿入される。針が取り除かれ、拡張器が、案内ワ
イヤを覆って挿入される。次いで、拡張器の組み合わせが、組織を通って血管へと短い距
離だけ挿入され、その後に案内ワイヤが取り除かれて廃棄される。拡張器がその場に残さ
れ、別個の鞘キットが使用される。より太い案内ワイヤが拡張器へと挿入され、拡張器が
取り除かれる。拡張器と鞘との組み合わせが挿入される。次いで、拡張器および案内ワイ
ヤが取り除かれる。次いで、カテーテルが、鞘を通って血管へと所望の位置まで挿入され
る。
【０００３】
　多数の血管アクセス装置が知られている。例えば、血管アクセスのための種々の装置を
説明しており、それぞれここでの言及によって本明細書に取り入れられたものとする米国
特許第４，５８１，０１９号、第４，６２９，４５０号、第４，７７２，２６４号、第４
，９７８，３３４号、第５，１５８，５４４号、第５，４２４，４１０号、第５，３１２
，３５５号、第５，５１２，０５２号、第５，７２８，１３２号、第５，８８５，２１７
号、第５，９１９，１６０号、第６，１２０，４９４号、第６，１７９，８２３号、およ
び第６，２１０，３６６号を参照されたい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、これらの装置のいずれも、医師らが好むと考えられる使用の容易性およ
び安全性を備えておらず、したがって、使用がより容易でありかつより安全である血管ア
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クセス装置、とくにはいつ血管に孔が開いたのかを明確に示すことができる血管アクセス
装置について、ニーズが存在している。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　あらかじめ組み立てられた血管アクセス装置が、中空針、針の少なくとも一部分へと同
軸に取り付けられた拡張器、および拡張器の少なくとも一部分へと同軸に取り付けられた
鞘を含むことができる。針と拡張器との間、および拡張器と鞘との間に、空間を定めるこ
とができる。中空針の内腔が、針および／または拡張器に定められた開口を通して空間の
うちの１つ以上に連通できる。鞘は、透明または半透明であってよく、ユーザが血液の流
れを視認して血管アクセスの達成を確認できるようにしている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　米国特許出願第６０／３４３，８１４号および第１０／３２９，１７３号が、血管アク
セス装置を記載しており、ここでの言及によって本明細書に取り入れられたものとする。
【０００７】
　いくつかの実施の形態において、拡張器あるいは鞘および拡張器が、針へと取り付けら
れており、針が、針の遠位端の近位側に横開口を有している。挿入に先立ち、針が、針の
遠位端が拡張器の遠位端の遠位側であるように配置される。針を血管へと挿入した後、針
の遠位端によって血管が貫かれたことを示すために、針の開口が、血液が針と拡張器との
間の環状の空間へと流入できるようにする。これに加え、あるいはこれに代えて、血液が
鞘によって形成される環状の空間に流入し、血管が貫かれたことを示す。さらに、血液は
、アクセスの達成についてさらなる表示をもたらし、動脈または静脈のどちらへのアクセ
スが得られたかを判断するうえでユーザの助けとなるよう、透明なハブまたは随意による
側部ポートへと流れることができる。
【０００８】
　ひとたび血管アクセスが達成され、すなわち針の遠位端が血管を貫いて、血液が針の横
開口を通って上述の環状の空間の１つへと流れ、さらには必要に応じて側部ポートへと流
れると、案内ワイヤが、針を通って進められ、あるいは針へと通され、次いで針、拡張器
、および鞘を含む装置全体を、案内ワイヤを覆うようにして血管へと進めることができる
。あるいは、案内ワイヤを針へと通し、次いで拡張器および鞘を、案内ワイヤ上で血管へ
と針から前進させることができる。鞘が所定の位置に位置したとき、内側の拡張器、針、
および案内ワイヤを、まとめて取り除くことができる。このようにして、案内ワイヤが針
の先端を保護し、次いで内側に案内ワイヤを有している状態の針を、さらなる安全のため
に、案内ワイヤが取り去られて結果として針の先端が露わになることがないように曲げる
ことができる。あるいは、案内ワイヤを、カテーテルの配置のためにその場に残すことが
できる。さらに詳しく後述されるいくつかの実施の形態においては、針の遠位端を拡張器
の内側に収容することができ、これも安全に貢献できる。
【０００９】
　一実施の形態においては、拡張器が、遠位側へと前進させることができ、あるいは針の
遠位端を引き込むことができる遠位部材を有しており、拡張器の遠位部材の遠位端が、針
の先端を覆って遠位側へと延伸する。次いで、拡張器の遠位部材が、針と拡張器、あるい
は針と拡張器と鞘、あるいは拡張器と鞘が、案内ワイヤ上で前進させられ、あるいは血管
から引き戻されるときに、血管の壁を保護する。さらに、針、拡張器、および／または鞘
が引き出されるときに、医療従事者が保護される。
【００１０】
　他の実施の形態においては、内側拡張器および外側拡張器を有する同軸な拡張器システ
ムが存在する。内側拡張器を、別個独立に遠位側へと、針の遠位端まで前進させることが
できる。その結果、内側拡張器が針の先端を覆い、内側拡張器の遠位部材が、好ましくは
案内ワイヤ上で針と拡張器あるいは針と拡張器と鞘が前進させられ、あるいは血管から引
き戻されるときに、血管の壁を保護する。さらに、針、あるいは針、拡張器、および／ま
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たは鞘が引き出されるときに、作業者が保護される。
【００１１】
　他の実施の形態においては、針の遠位端の斜面を上にして血管へと挿入されている針の
先端を、針の遠位端の斜面が下側になるように血管内で１８０°回転させることができる
よう、針を拡張器に対して、あるいは拡張器および鞘に対して回転させることができる。
針の遠位端がこの姿勢にあるとき、針の遠位端の動きによって血管を傷つけてしまう可能
性が少なくなる。針部材の近位部分に、針の先端の斜面の相対位置を示す色表示、文字、
または他のしるしを持たせることができる。また、針部材の近位部分に、相対位置を示す
ため、および／または針部材を拡張器あるいは拡張器および鞘に対して所定の位置に保持
するために、切り欠き、ピボット、くぼみ、または他の機構を持たせることができる。
【００１２】
　ここに開示される血管アクセス装置は、ステント留置、経皮経管冠動脈形成術（ＰＴＣ
Ａ）、などのように血管鞘が必要とされる場合、あるいは例えばＰＩＣＣラインやペース
メーカのリード線などの挿入のために剥離鞘が必要とされる場合の体内のあらゆる管への
アクセスなど、いくつかの用途を有している。さらに、ここに開示される血管アクセス装
置は、浅層組織であって、とくには血餅除去の手順において迅速なアクセスが必要とされ
ることがある透析グラフトおよび瘻孔へのアクセスに有用であると考えられる。他の用途
として、中心線（大腿部、鎖骨下、または内頸）の配置が挙げられる。太い（１８Ｇ）針
を使用し、次いで案内ワイヤ上で拡張器を前進させて、三管腔のカテーテルまたは血管鞘
と交換する（現行の技法の）代わりに、太い針または細い針を、血管鞘によって血管アク
セスを得るために使用することができ、この血管鞘を通して、三管腔または他のカテーテ
ルを安全に配置することができる。
【００１３】
　ここに開示される血管アクセス装置は、いくつかの利点をもたらすことができるが、そ
の第１は効率である。案内ワイヤおよび鞘の交換を伴う現行の多工程のアクセス法の代わ
りに、これらの装置は、工程の数を少なくし、アクセスを簡単にすることができる。他の
利点は、安全性である。血管へとアクセスした後で、案内ワイヤを、針先端の保護のため
に残すことができる。針、拡張器、および案内ワイヤを、鞘を所定の位置に位置させた後
で、まとめて取り除くことができる。いくつかの処置において、さらなるアクセスが不要
であるならば、さらなる安全性のために針を曲げることができる。これは、血管へのアク
セスが得られた後に、血液の付着した針が保護されないままで案内ワイヤから取り除かれ
る現行の技法と対照的である。あるいは、鞘を通してさらなるアクセスをもたらすために
、案内ワイヤをその場に残すことが可能であり、拡張器の遠位部材が針の遠位端を保護し
、究極的にはユーザを保護する。他の利点は、感染の低減である。血管アクセスを得るた
めに必要とされる案内ワイヤおよび鞘の数を最小限にすることで、不注意による汚染の機
会が少なくなる。さらなる利点は、病院外または現場の状況において、ここに開示の装置
を使用することで、非殺菌の環境ゆえの感染の可能性が少なくなる。いくつかの実施の形
態におけるまたさらなる利点は、システムの剛性が増す点にある。針によってもたらされ
る剛性の向上ゆえ、複数の拡張を必要とせずにシステムを前進させることができ、患者へ
の傷を少なくすることができる。さらに、針および／または他の内部部品によってもたら
される剛性ゆえに、より柔らかい材料を使用して鞘を形成することができ、血管の傷をさ
らに少なくすることができる。例えば、６フレンチの装置の鞘を、約５５デュロメータ～
約７５デュロメータの硬さを有する材料で製作することが可能である。
【００１４】
　またさらなる利点は、現行の技法において案内ワイヤを交換する際に生じる針、拡張器
、およびワイヤの周囲からの出血に関する。このような出血は、手術の現場および手術者
の手袋への血液の飛び散りを多くし、不注意による針の突き刺しが生じた場合の感染の機
会を多くする。ここに開示される装置は、血液が現行の技法のように手術の現場へと流れ
るよりもむしろ、鞘へと流入するため、この感染の恐れを少なくすることができる。
【００１５】
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　いくつかの実施の形態の他のさらなる利点は、ワイヤ上での交換が不要である点にある
。この装置を、アクセス処置の際に不注意によって案内ワイヤを脈管系へと誤って配置し
てしまう可能性を除くように構成できる。現行の技法においては、拡張器、ひいては鞘の
ための針の交換において、作業者がそのような交換の際に案内ワイヤをうまく把持できず
、案内ワイヤが拡張器またはカテーテルと一緒に意図せずに患者の脈管系へと進められて
しまうという公知の厄介事が存在する。その結果、案内ワイヤを外科的に取り除かなけれ
ばならず、あるいは経皮的に捕まえなければならない。
【００１６】
　最後に、この装置は、血管アクセスの達成において使用される追加の案内ワイヤおよび
同軸な拡張器の必要性をなくすことができるため、費用対効果に優れることができる。
【００１７】
　図１および２において、針部分１０２が、針１０４とツイストロック部材１０８を備え
る近位部１０６とを含んでおり、拡張器部分１１２が、拡張器１１４およびハブ１１６を
含んでいる。一実施の形態においては、針１０４が１つ以上の開口１２０を有している。
拡張器１１４は、血液が針１０４へと流入し、開口１２０を通って、（１）針１０４と拡
張器１１４との間の環状の空間１２２に流入し、もしくは（２）拡張器１１４内の空間（
図示されていない）へと流入あるいは通過して流れる場合に、医師が血液を視認できるよ
うに透明、半透明、または光透過性であってよい。これは、針１０４の遠位端１２４によ
って血管（図示されていない）に孔が開けられたことを医師に示す。血液の流れを視覚化
できるというこの能力は、さらに他の情報ももたらすことができる。例えば、ユーザは、
動脈または静脈のどちらが貫かれたのかを、血液の色（より明るい赤色が動脈の血液であ
ることを示し、より暗い赤色または紫色は、静脈の血液であることを示している）によっ
て、血液の背圧（より高い圧力が動脈へのアクセスを示し、より低い圧力が静脈へのアク
セスを示している）によって、装置が血液によって満たされる速度（よりゆっくりと満た
される場合には静脈であり、より速く満たされる場合には動脈である）によって、さらに
は血液がパルス状であるか否か（パルス状の血液は、動脈へのアクセスを示しており、パ
ルス状でない血液は、静脈へのアクセスを示している）によって、見分けることができる
。
【００１８】
　図２に見て取ることができるように、拡張器ハブ１１６が、針近位部分１０６に解放可
能に係合する。いくつかの実施の形態においては、拡張器ハブが、針近位部分の一部分を
形成している円錐形の部材を収容する円錐形の凹所を備えることができる。針近位部分は
、拡張器ハブの相応のねじ山に係合するねじ山を有する環状の部位を備えることができる
。針の近位部分および拡張器部分の解放可能な係合という同じ目的を達成するため、ねじ
、つめ、あるいは他の嵌り合いまたは押し込みの機構からなる他の構成も考えられる。
【００１９】
　ハブ１１６は、随意により、多孔質の通気口１２８を有することができる。針の近位部
１０６は、随意により、針１０４の管腔１３４、随意による円錐形の凹所、および管腔１
３６を有する針の近位部分１０６に連通するチャネル１３２に嵌り込む多孔質の通気プラ
グ１３０を有することができる。
【００２０】
　針の近位部１０６は、拡張器１１４に対する遠位端１２４の斜面の位置を作業者に示す
ために、色表示、文字、あるいはピボットまたは切り欠きなどといった他のしるしを有す
ることができる。さらには、作業者が、針先端の斜面の位置を変更すべく針を回転させた
ときに、感触または音にて知ることができるよう、拡張器１１４と針１０４との間に機械
的な嵌り合いを存在させてもよい。
【００２１】
　図３および４に示した実施の形態においては、針部分１４２が、針１４４とツイストロ
ック部材１４８を備える近位部１４６とを含んでおり、拡張器部分１５０が、拡張器１５
２およびハブ１５４を含んでおり、鞘部分１６０が、鞘１６２および近位部１６４を含ん
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でいる。一実施の形態においては、針１４４が１つ以上の開口１４９を有している。拡張
器１５２および鞘１６２は、血液が針１４４へと流入し、開口１４９を通って、（１）針
１４４と拡張器１５２との間の環状の空間１７０に流入し、（２）拡張器１５２内の空間
（図示されていない）へと流入し、あるいは拡張器１５２内の空間を通過して流れ、もし
くは（３）開口１７２を通って拡張器１５２と鞘１６２との間の環状の空間１７４へと流
入する場合に、医師が血液を視認できるように透明、半透明、または光透過性であってよ
い。上述のように、これは、針１４４の遠位端１７６によって血管（図示されていない）
に孔が開けられたことを医師に示す。拡張器の開口１７２を、針の開口１４９のすぐ近く
に配置することができ、あるいは筒（または、ブレット）から円錐状の先端への移行の近
傍に配置することができる。さらには、拡張器の開口１７２を、依然としてシール１７９
の遠位側ではあるが可能な限り近位側に配置することができる（あるいは、そのような開
口を追加してもよい）。あるいは、開口１７２を、部位１６４に近い鞘の内側に配置して
もよい。鞘の近位部１６４が、シリンジ（図示されていない）によって血液を吸い取るこ
とができるよう、ポート１７８を有することができる。鞘は、血液が鞘の遠位端から流れ
出ることがないよう、遠位端１６４に止血バルブ（図示されていない）を含むことができ
る。鞘の近位部１６４が、円錐台形状を有するものとして示されているが、梱包用の筒状
カバーを受け入れるように形作られた遠位側の円筒領域を備えてもよい。
【００２２】
　高粘性流体の滴を、針の近位端において針の内径と案内ワイヤとの間に配置することが
できる。これは、血液が側方のポートによって吸い出されるときに、針と案内ワイヤとの
間の空間を通って装置へと空気が吸い込まれることがないようにする。Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎ
ｉｎｇ社の３６０　ｍｅｄｉｃａｌ　ｆｌｕｉｄ（１２，５００ｃＳｔ）が典型的な流体
であるが、他の同様の物質も使用可能である。拡張器ハブのゴム・シールも、針を封じる
うえで役に立つ。液滴および／または気密シールは、装置が静脈へのアクセスを得るため
に使用される場合に、静脈への配置が吸引によって確認されることが多いため、とくに有
用である。動脈へのアクセスの際には、動脈の血圧が装置への血液の進入を生じさせるた
めに充分であるため、通常は吸引は不要である。
【００２３】
　近位部１０８、１１６、１４６、および１５４はそれぞれ、随意により、ルアー（ｌｕ
ｅｒ）接続部材を有することができる。例えば、部位１０８が、雄のルアー・ロック（ｌ
ｕｅｒ　ｌｏｃｋ）を有すことができ、部位１１６が、雌のルアー・コネクタを有するこ
とができる。部位１４６および１５４も、それぞれ同様の部材を有することができる。
【００２４】
　図４に示されているように、部位１４２、１５０、および１６０を、お互いへと挿入す
ることができる。近位部１４６、１５４、１６４を、ルアー・コネクタ、ねじ、押し込み
またはスナップ式、つめ／溝式の機構、柱／穴式の機構、あるいはこれらの組み合わせな
どによって、回転させることができ、あるいはぴったりとかみ合わせることができる。と
くに、図２に示した構造を、ここでも適用することが可能である。
【００２５】
　図５の部分断面に示した他の実施の形態においては、針１８０が、開口または横穴１８
２を有している。針１８０に同軸に配置された拡張器１８４が、実質的に中空である遠位
部１８６と実質的に中実である近位部１８８とを有しており、これらの部位１８６および
１８８が、剛または実質的に剛な長手部材１９０によって接続され、中断のある構造また
は不連続な構造を形成している。部位１８６および１８８の間にあって部材１９０によっ
て占められていない空間は、環状または実質的に環状の空間１９４を構成しており、この
空間へと血液が開口１８２から流入できる。鞘１９６は、医師が空間１９４内の血液を観
察できるよう、透明または半透明である。
【００２６】
　拡張器１８４は、血液の進入時に空気または気体が環状の空間１９４から出られるよう
に、１つ以上の小さな開口、孔隙、または多孔質材料２００を例えば鞘１９６に有するこ
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とができる。開口そのもの、または多孔質材料内の開口は、空気を逃がすが血液を保持す
るように充分に小さい。適切な多孔質材料としては、２．５ミクロンの孔サイズのセルフ
シール白色多孔ＨＤＰＥなど、多孔ポリマーが挙げられる。
【００２７】
　案内ワイヤ２０４の遠位端２０２を、あらかじめ組み込んでおくことができ、すなわち
針１８０の管腔２０６に位置させることができる。このやり方においては、血液が、針１
８０へと流入して開口１８２を通って流出し、管腔２０６へと近位側に流れることがない
。ひとたび医師が環状の空間１９４に血液を確認すると、案内ワイヤ２０４を管腔２０６
を通って血管（図示されていない）へと遠位方向に進めることができる。針１８０、拡張
器の長手部材１９０、および鞘１９６の間の関係についての別の図を、図５Ａに示した断
面図に見て取ることができる。
【００２８】
　拡張器部材の分離構成が、図６および７にさらに詳しく示されている。図６においては
、図示の拡張器２１０が、円錐部材を有している。拡張器遠位部分２１２が、通路２１４
が一方の円錐部材２１６の先端からもう一方の円錐部材２１８の先端まで延びている二重
円錐の設計を備えている。少なくとも２つの長手安定部材２２０が、遠位部分２１２から
近位部分２２２まで延びている。近位部分２２２は、通路２２６および近位側の回転また
は固定部２２８を備えるただ１つの円錐部材２２４を含むことができる。
【００２９】
　図７に示した実施の形態は、図６に示した拡張器装置が通路２１４および２２６を通っ
て延びる針２３２をさらに含んでいる拡張器‐針の組み合わせを含んでいる。針２３２は
、回転または固定の機構を備える近位部分２３４を有している。
【００３０】
　図８に示した実施の形態の部分図においては、拡張器２４０が、針２４２の周囲を巡っ
て配置されている。拡張器２４０は、針２４２の遠位端２４６に向かって遠位方向に延び
る遠位部分２４４を有している。あるいは、内側の細長い拡張器が、より大きい外側の拡
張器の内側に同軸に位置している。内側の細長い部材を、血管の拡張および／または先端
の保護のために針を覆って前進させることができる。図９Ａ～９Ｃに示されているように
、針２５２が、血管２５６の刺し穴２５４に位置している。案内ワイヤ２５８が、針２５
２から血管２５６の管腔２６０へと延びている。針２５２の周囲に位置する拡張器２６２
が、遠位部分２６４を有している。図９ｂに示されているように、拡張器の遠位部分２６
４を、拡張器の遠位部分２６４の遠位端２６８が針２５２の遠位端２７０の遠位側へと延
びるよう、針２５２を覆って前進させることができる。次いで、図９Ｃに示されているよ
うに、針２５２および拡張器２６２が案内ワイヤ２５８上を遠位側へと進められるとき、
針の遠位端２７０が、拡張器の遠位部分２６４によって保護される。
【００３１】
　図１０Ａおよび１０Ｂに示した実施の形態は、内側の拡張器２７６と外側の拡張器２７
８とを備える同軸拡張器システムを含んでいる。拡張器２７６および２７８が、針２８０
の周囲に配置され、内側の拡張器２７６の遠位端２８２が、最初は、外側の拡張器２７８
の遠位端２８４のわずかに遠位側に位置している。内側の拡張器２７６の近位端（図示さ
れていない）が、内側の拡張器の遠位端２８２によって針２８０の遠位端２８８を覆うべ
く、遠位側へと進められる。拡張器２７６および２７８は、針、拡張器、または針、拡張
器、鞘の組み合わせが最適には案内ワイヤ（図示されていない）上で血管（図示されてい
ない）へと進められ、あるいは血管から引き抜かれるときに、お互いおよび針２８０との
相対位置を保つように相互作用でき、あるいはそのように保持されることができる。
【００３２】
　図１０Ａおよび１０Ｂに示した同軸拡張器システムは、一方の拡張器を他方の拡張器に
対して移動させる駆動システムを必要とする。内側の拡張器が、針の遠位端を覆うべく遠
位側へと進められる一方で、外側の拡張器が不変に保たれ、あるいは定位置に保たれるこ
とが好ましい。拡張器システムを、外側の拡張器が相対的に実質的に所定の位置に保たれ
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る一方で、内側の拡張器が押され、引かれ、あるいは遠位方向へと滑らされるように構成
することができる。図１１に示した実施の形態においては、針の近位部分２９０の外周が
、内側の拡張器の近位部分２９２および外側の拡張器部分２９４によって囲まれている。
先細りである針ハブ２９６が、外側の拡張器の先細りの近位ハブ３０４の環状の溝３０２
に収容される少なくとも１つの環状の突起またはリング２９８を有している。内側の拡張
器ハブ３０６は、針２９０、針２９０へと取り付けられた別個の針部材、または針ハブ２
９６の相応のねじ山３１０に係合するねじ山３０８を有している。内側の拡張器ハブ３０
４は、内側の拡張器２９２の外側の拡張器２９４に対する回転を防止する溝３１６によっ
て案内されつつ溝３１６内で移動する突起または翼部３１２を有している。当業者にとっ
て公知であり、あるいは当業者にとって認識可能である他の機械的な構成も、それらが内
側の拡張器を外側の拡張器に対して回転させることなく内側の拡張器の遠位部分を針の遠
位部分を覆うように前進させることができるならば採用可能であることを、理解できるで
あろう。
【００３３】
　いくつかの実施の形態においては、アクセス装置が、針へとあらかじめ組み込まれ、あ
るいは針へとあらかじめ組み込むことができる案内ワイヤと、鞘へとあらかじめ組み込ま
れ、あるいは鞘へとあらかじめ組み込むことができる拡張器とを備えることができる。装
置を、組み立ての種々の段階におけるキットとして供給することができる。例えば、キッ
トは、別個の針、案内ワイヤ、拡張器、および鞘を含むことができる。案内ワイヤを、針
にあらかじめ組み込んでもよい。鞘を、あらかじめ拡張器に組み付けてもよい。鞘および
拡張器を、あらかじめ針に組み付けてもよい。鞘、拡張器、および針を、案内ワイヤにあ
らかじめ組み付けてもよい。案内ワイヤを、針にあらかじめ組み込み、拡張器へとあらか
じめ組み付けられた鞘を別途用意してもよい。拡張器、針、および案内ワイヤをあらかじ
め組み立て、鞘を別途用意してもよい。
【００３４】
　一実施の形態においては、以下のようにアクセスを得ることができる。針が血管へと進
められる。アクセスが達成されたとき、案内ワイヤ（針へとあらかじめ組み込まれており
、あるいはここで導入される）が、血管へと進められる。次いで、針が取り除かれ、ある
いは途中まで引き戻され、拡張器（鞘が組み付けられており、あるいは鞘が組み付けられ
ていない）が案内ワイヤ上を血管へと進められる。次に、拡張器にあらかじめ鞘が組み付
けられている場合には、鞘を残して拡張器（および、随意によりワイヤ）が取り除かれる
。拡張器に鞘が組み付けられていない場合には、拡張器が取り除かれ、鞘が案内ワイヤ上
を血管へと進められる。
【００３５】
　図１２は、拡張器４００の他の実施の形態を示している。拡張器は、単一の構成であっ
てよい。遠位端４０４に膨らみ部分（または、「ブレット」）４１０を備えることができ
、この部位が実際の拡張を実行する。遠位端は、挿入時の組織の傷を少なくするため、図
示の円錐台形状などを備えて先細りである。ブレットは、血液を針（図示されていない）
からブレットを介して鞘へと通すことができるよう、開口４１２を備えることができる。
近位端４０２へと延びる拡張器の残りの部分は、小径のスパイン４０８であってよい。こ
の構成は、拡張の実行のために拡張器の前方部分のみが必要であり、近位側の直径を小さ
くすることによってこの領域における鞘の容積を大きくでき、血液の流れの視認性を高め
るとともに、凝固を少なくすることができるため、好ましいと考えられる。拡張器の膨ら
み部分は、直径がほぼ一定または正確に一定である円筒形の領域４１３を有することがで
き、この円筒領域に対する鞘の先細りの密着が促進される。
【００３６】
　図１２Ａは、拡張器４００の他の実施の形態を描いており、開口４１２が、膨らみ部分
の近位側の推移部分に配置されている。
【００３７】
　この配置構成を、針４１４、拡張器４００、および鞘４２０の典型的な配置構成を示し
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た図１３において、よりよく理解することができる。針の先端４１５に進入する血液は、
針を通って移動して、針の開口４１８を通ってブレットへと現れ、拡張器の開口４１２を
通って鞘の空間へと進入する。図１３Ａ～Ｃは、空間的関係をよりよく説明するために、
図１３の実施の形態について図１３に示した横断面を示している。スパインを、スパイン
と針との間の容積が大きくならないように寸法付けることができ、この場合、スパインが
実質的に拡張器と針との間の空間に寄与しないため、開口４１２の近位側においてスパイ
ンと針との間には血液がほとんど流れず、あるいはまったく流れない。
【００３８】
　当然ながら、開口４１２および４１８は、最終的に血液を針の先端から鞘の空間および
／または鞘の側枝へと（好ましくは、装置の外にではなく）流すことができるのであれば
、さまざまであってよい。開口４１２（または、開口４１２に追加される他の開口）は、
スパイン４０８に位置してもよい。針の開口４１８は、拡張器の端部から０．５センチメ
ートル以上に位置でき、拡張器の先端の付近に位置でき、あるいは筒（または、ブレット
）から円錐状の先端への移行の付近に位置することができる。拡張器の開口４１２は、針
の開口４１８のすぐ近くにおいてブレットに位置できる（図１５）。あるいは、針の開口
４１８とスパインに位置する拡張器の開口４１２とを、互いに整列させてもよい（図示さ
れていない）。
【００３９】
　図１３ＤおよびＥに示されているように、ブレット４１０は、切り欠き部４１１を備え
ることができる。切り欠き部は、拡張器と鞘との間の空間に寄与し、ブレットと鞘の内径
との間の空間を効果的に増加させる。これにより、より大きな血流が可能になり、視認性
を向上させることができる。この利益を、切り欠き部分４１１に開口４１２を配置するこ
とによってさらに促進できる。また、図１３ＤおよびＥは、ブレット４１１を、取り付け
穴４０９にてスパイン４０８に取り付けられる別個の部品として描いている。代案として
、ブレットおよびスパインを一体に形成してもよい。
【００４０】
　図１４は、針‐拡張器‐鞘からなるアセンブリの他の実施の形態を示しており、ここで
は拡張器の開口４１２が省略されている。代わりに、溝４２２が、ブレット４１０’の内
側から鞘の空間へと延びるようにスパイン４０８の遠位端に形成されている。この実施の
形態においては、針の先端４１５へと進入する血液が、針の開口４１８を通ってブレット
へと流入でき、溝を通って鞘の空間へと流れることができる。
【００４１】
　図１５および１６は、拡張器のスパイン（その結果として、拡張器ハブ）が省略されて
いるまたさらなる実施の形態を示している。代わりに、ブレット４００’’（図１５）ま
たは４００’’’（図１６）がそれぞれ、針４１４または４１４’へと直接取り付けられ
ている。図１５の実施の形態においては、針の先端へと進入する血液が、開口４１８を通
ってブレットへと流入し、開口４１２を通って鞘の空間へと流れる。図１６の実施の形態
においては、血液が開口４１８’へと針４１４’を流れ下り、鞘の空間へと直接流入する
。ブレットは、中実であっても、中空であってもよい。これらの実施の形態のいずれかを
使用する場合、針を１８０°回転させることによって（上述）、あるいは案内ワイヤ、探
り針、または針先端の外側のスリーブで針を鈍らせることによって、静脈へと完全に挿入
できる。これらの実施の形態は、血液の視認のために長い視認経路長をもたらし、４フレ
ンチ以下などのきわめて小さな装置サイズにとくによく適していると考えられる。なぜな
らば、拡張器の一定の直径の筒またはスパインは、容易に視認できる血液の流れを可能に
するためには、鞘の空間を多く占めすぎる可能性があるためである。
【００４２】
　図１７～２０は、血管アクセス装置のハブ・アセンブリ５００の種々の図を示している
。ハブ・アセンブリは、針ハブ５０２、拡張器ハブ５２０、および鞘ハブ５４０を含むこ
とができる。図示の針ハブは、把持性を向上させるべく凹所５１０および畝５１２が設け
ることができる指把持部５０４および５０８を備えている。針ハブは、中空であってよい
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。把持部を、休止時においては距離ｄだけお互いから隔てておくことができ、把持部を一
体に押し付けることによって針ハブの形状を変化させることができる（さらに詳しくは後
述する）。把持部５０４、５０８をそれぞれ、遠位側のヒンジ部５１４からアーム状に延
ばすことができ、それぞれの半分５１５および５１６を針ハブの遠位側の軸に供すること
ができる。中空針（図示されていない）を、遠位部分５１４において針ハブへと取り付け
ることができる。針ハブの遠位部分５１４を、拡張器ハブ５２０のチャンバ５２８に収容
することができる。針ハブは、穿孔のための針の位置合わせにおいてユーザを助けるべく
針先端の斜面の向きを示すために、点などの１つ以上のマーキングを備えることができる
。さらに、針ハブは、畝（図示）または凹所（図示されていない）など、拡張器ハブの近
位部分の相補的造作５３０と協働する嵌め合わせ造作５１８を備えている。この配置構成
によって、針ハブが、嵌め合わせ造作の相互作用によって拡張器ハブに保持される。把持
部がお互いに向かって押し付けられるとき、針ハブの嵌め合わせ造作５１８が、圧縮され
て拡張器ハブの嵌め合わせ造作５３０から外れ、針ハブが拡張器ハブから解放される。こ
れを、図１９において最もよく理解することができる。次いで、依然として鞘へと接続さ
れている拡張器ハブを、針を覆うユニットとしてアクセス対象の血管へと前進させること
ができる。さらに、嵌め合わせ造作５１８を凹所５１９に係合させて針ハブを案内ワイヤ
上に固定することによって、安全な開始／輸送の構成をもたらすために、針ハブを拡張器
ハブの中へと動かすことができる（あるいは、上述のように、針を拡張器および鞘と一緒
に前進させて安全のための容器内で１８０°回転させることができる）。
【００４３】
　嵌め合わせ造作５３０は、図に示されているような穴であってよい。これは、さらに回
転の固定を提供し、針の斜面が正しく向けられるように保証するうえで役に立つ。さらに
、この柱／穴の構成によれば、作業者が針ハブを取り出し、もとの向きに対して１８０°
で再度挿入することができる。これには、左利きのユーザを助けることができ、あるいは
空間的または身体構造的制約ゆえにこの向きが有利である処置において装置の配置を容易
にすることができる。あるいは、側部ポートの向きをパッケージにおける向きから向け直
すなど、回転の自由度がより望まれ、あるいは適切である場合には、造作５３０が溝であ
って回転の自由度を提供してもよい。
【００４４】
　図示の拡張器ハブ５２０は、拡張器（図示されていない）を取り付けることができる遠
位部分５３４を有している。さらに、拡張器ハブの遠位部分は、拡張器を鞘に係合させた
状態に保つため、鞘５４０の近位部分の相補的嵌め合わせ造作と相互作用する遠位側の嵌
め合わせ造作５３２を有している。これら相補的造作は、一体となって例えばツイスト‐
ロックの造作を形成することができ、拡張器を把持（おそらくは、凹所５２２および畝５
２４にて）して鞘に対して回転させることで、拡張器を鞘から解放できる。拡張器と鞘と
の間の嵌め合わせ造作を、以下でさらに詳しく説明する。
【００４５】
　鞘５４０は、本体部分５４１およびキャップ５４２を備えており、これらの間にバルブ
空間５５４が定められている。本体部分が、拡張器および／または針および／または案内
ワイヤを収容できるチャンバ５５８を定めている。さらに、本体部分は、遠位側のチャネ
ル５６０を定めることができる。さらに、鞘は、洗浄やサンプリングなどのためのポート
５４４を提供できる。鞘は、凹所５４８および畝５５０などの把持部、ならびに縫合糸ル
ープ５５１をさらに備えることができる。図２０が、装置を貫いて針ハブ、拡張器ハブ、
および鞘によって定められるチャネルを通過する案内ワイヤ５６８を示している。鞘は、
引き剥がし式の鞘であってよい。
【００４６】
　さらに図２０は、いくつかの典型的な変更を含む他の実施の形態を示している。いくつ
かの実施の形態においては、針ハブ５０２’の把持部５０４’および５０８’の外表面を
、（図１７に示されているようにお互いに向かって先細りにするのではなく）お互いから
そらすことができ、これは、ユーザが針ハブを握りつつ、拡張器／鞘の組み合わせを前進
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させ、かつ／または針ハブを後方へと引くうえで助けになると考えられる。鞘キャップ５
４２は、拡張器ハブの容易な固定または解放を可能にすべくばね状の作用をもたらすため
に、１つ以上の溝５６４を有することができる（さらに詳しくは後述）。筒を、ポート５
４４に取り付けることができ、さらには／あるいはポート５４４に一体に形成することが
できる。拡張器ハブ５２０は、針の外径を拡張器ハブの内径に対して封止するために、遠
位端の付近にゴム・シールを有することができる。シールは、上述した理由ゆえ、装置が
静脈アクセスの処置に使用される場合にとくに有用であると考えられる。さらに、上述の
とおり、高粘性流体の滴を針に含ませることができる。鞘は、鞘を所定の位置に保持しつ
つ拡張器を引き戻すための把持面をもたらすため、リング５６２または他の隆起を備える
ことができる。鞘の本体部分は、平滑であってよい。
【００４７】
　図１７～２０の実施の形態について、いくつかの典型的な（必須ではない）寸法は以下
のとおりである。
　・針の孔は、２５Ｇ～１４Ｇまでの直径の範囲にあり、好ましくは２１Ｇである。
　・針の露出長さは、３～７センチメートルである（橈骨動脈経由の中央アクセスにおい
ては３ｃｍ、典型的な用途においては５ｃｍ、肥満の患者においては６ｃｍ、肥満の患者
の大腿アクセスにおいては７ｃｍ）。
　・鞘の長さは、３～１５ｃｍ、好ましくは５～１５ｃｍ、より好ましくは５．５ｃｍま
たは１１ｃｍである。
　・鞘のサイズは、３～１０Ｆｒ、好ましくは４～８Ｆｒ、より好ましくは橈骨アクセス
において４Ｆｒ、あるいは鎖骨下アクセスにおいて６Ｆｒまたは７Ｆｒである。
　・針の開口は、拡張器端部から０．５センチメートル以上であり、拡張器の先端の付近
であり、あるいは筒から円錐形の先端への移行の付近である。
　・針は、針の先端から６センチメートル以内に第２の開口を有してもよい。
【００４８】
　鞘は、放射線を透さない先端を有することができる。
【００４９】
　いくつかの実施の形態においては、吸引、洗浄、または気密が必要である（中心静脈カ
テーテル法およびインターベンショナル・ラジオロジにおける種々の処置など）。そのよ
うな状況においては、ワイヤが突き出ていて大気に対して開放されている針ハブの近位端
を閉鎖することが重要でありうる。案内ワイヤを針ハブに拘束する構造は、本明細書の各
所に記載されているが、いくつかの状況においては、拘束がさらに気体または液体を通さ
ないシールをもたらさなければならない。そのようなシールの一例は、Ｔｕｏｈｙ‐Ｂｏ
ｒｓｔ（「Ｔ‐Ｂ」）バルブである（Ｔｕｏｈｙ‐Ｂｏｒｓｔバルブの例が、ここでの言
及によって本明細書に取り入れられたものとする米国特許第５，０５０，６０６号の図８
に示されている）。Ｔ‐Ｂバルブまたは他の被操作バルブ（作業者によって操作されるダ
ックビル構成のバルブなど）を、針ハブに備えることができる。使用時、使用に先立って
バルブを閉じることができる（装置をバルブを閉じた状態で出荷でき、あるいは処置に先
立ってバルブを手動で閉じてもよい）。これは、案内ワイヤの周囲をシールし、案内ワイ
ヤを所定の位置に保持するように機能できる。針によって血管に孔が開けられたとき、案
内ワイヤの前進を可能にすべくバルブを開く（針の先端が揺れないように緩やかに）こと
ができる。バルブを開いたままにしても、あるいは案内ワイヤを前進位置に保持するため
に閉じてもよい。
【００５０】
　上述のように、動脈または静脈のどちらにアクセスが得られたかの確認を、アクセス装
置に流入する血液の色を観察することによって得ることができる。しかしながら、単純な
色の観察は、充分な確認として機能しない可能性もある。逆流する血液の圧力を測定して
、動脈の圧力であるか、あるいは静脈の圧力であるかを判断するために、圧力計を使用す
ることができる。トランスデューサまたはカラム２０１０（図２０Ｂ）などといった圧力
計を、本明細書に記載のアクセス装置の側部ポートに取り付けることができ、あるいはそ
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のような圧力計で、本明細書に記載のアクセス装置の側部ポートの一部を形成することが
できる。カラムが使用される場合、カラムを垂直に保持することができ、あるいは垂直成
分を含む或る他の角度に保持することができる。アクセス装置の遠位端が、血管または加
圧された液体を有する他の構造へと進入したとき、血液または加圧された液体が、装置を
通ってカラムへと通過でき、その高さ２０１２が液体の圧力を表わしている。比較的高い
圧力が動脈へのアクセスを示す一方で、比較的低い圧力は、静脈へのアクセスを示してい
る。液体カラムの高さの測定は、別個の器具（定規）にて行うことができ、あるいは側部
ポートのカラムにマーカ２０１４で目盛りが付されているならば、直接行うことが可能で
ある。カラムは、シリンジ・コネクタ２０２０へのアクセスを制御する止めコック２０１
８を備えることができる。
【００５１】
　側部ポートは、側部ポート内の血液または他の物質の視覚化を可能にするため、透明、
半透明、または光透過性であってよい。いくつかの実施の形態においては、血液または他
の液体を側部ポートに進入するまでは視認できないように、鞘が不透明であって、側部ポ
ートが透明、半透明、または光透過性であってよい。
【００５２】
　カバーを、案内ワイヤのうちで案内ワイヤが針内に位置するときに針ハブから突き出す
部分、あるいは突き出すと考えられる部分を覆うなど、案内ワイヤの全体または一部を覆
って配置することができる（図２０Ｃ）。カバーは、案内ワイヤの手作業による配置を容
易にし、触覚の「感覚」を維持するため、柔軟であってよい。カバーは、装置のとくには
針ハブの近位端の気密または流体を通さないシールをもたらすことができる。さらに、カ
バーは、案内ワイヤの滅菌を保護することができる。さらに、カバーは、（案内ワイヤへ
と取り付けられることによって）ワイヤが装置の遠位端を出て過剰に前進させられること
がないようにすることができ、あるいは（装置の或る部分に取り付けられることによって
）近位端からの脱落または除去を防止することができる。さらには、とくには側部ポート
が存在しない場合に、こぼれた血液または他の流体を収容すべく機能することができる。
使用時、案内ワイヤが進められるとき、カバーのたるみを案内ワイヤの周囲に「集合」さ
せることができる（図２０Ｄ）。
【００５３】
　いくつかの実施の形態においては、拡張器ハブを、ハブへと取り付けられて針を囲み、
あるいは部分的に囲むフィラメント（図８７）または膜（図８６）などによって、針ハブ
へと取り付けることができる（図８５）。この取り付けは、針が拡張器から完全に引き取
られて、鋭い針の先端が露出することがないようにしている。これも、血液の閉じ込めを
もたらすことができる。
【００５４】
　いくつかの実施の形態においては、拡張器ハブが針に、それらの相対位置に応じて相互
作用することができる。そのような１つの実施の形態は、拡張器ハブの内壁から管腔への
突起を含んでいる。中実の針カニューレは、これらの突起の間をいずれの運動方向にも通
過することができる。一方で、横穴によって中断されている針カニューレの部位が拡張器
ハブを通過するときは、突起が穴に引っ掛かる。図７６および７７に示した例においては
、突起が方向性であり、すなわち拡張器および針が、拡張器の前進または針の引き戻しに
よって分離することがないようにしている。しかしながら、（拡張器の引き戻し、または
針の前進による）拡張器および針の一体での押し戻しは防止していない。図７８および７
９に示した例では、突起が方向性でなく、ひとたび突起のうちの１つが針の横穴に引っ掛
かり、あるいは針の横穴へと突き出したならば、拡張器および針をさらに一緒に滑らすこ
とも、さらにそれらを分離させることも、不可能である。
【００５５】
　いくつかの実施の形態においては、拡張器ハブが、針の先端が引き込まれて拡張器ハブ
へと進入したときに針の遠位端へと装着される鈍化装置を備えることができる。図８０～
８４が、１つの例を示している。図８０においては、鈍化装置が、針の軸によって開いた
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状態に保持されている。図８１は、図８０に示した断面を示している。針が引き込まれた
場合（図８２および８３）、鈍化装置がパチンと閉じ、針の遠位端を保持する。針が完全
に装置から引き抜かれるとき、針の先端は保護されている（図８４）。
【００５６】
　いくつかの実施の形態においては、装置が、梱包または針の導入時に案内ワイヤが遠位
側へと外れることがないようにするため、例えば案内ワイヤへと取り付けることができる
クリップまたは他の阻止片を備えることができる。固定されない場合、案内ワイヤが、針
の横穴を過ぎて滑り、血液の流れを妨げる可能性があり、あるいは針の斜めの先端を過ぎ
て滑り、実質的に鈍くする可能性がある。図２１～２７は、ワイヤ把持具またはストッパ
の例を示している。図２１および２２に示されているように、ワイヤ把持具６２０を、案
内ワイヤ５６８をフィンガ６２４および６２６の間にきつく保持するように、針ハブの溝
６２１（図２３、ならびに図２８および２９）に挿入することができる。作業者は、案内
ワイヤを前進させる準備ができたとき、タブ６２２を引くことによって把持具を取り除く
ことができる。
【００５７】
　あるいは、図２３および２４に示したワイヤ・ストッパ６３０を使用することも可能で
ある。このストッパも同様に、フィンガ６３６および６３８を有している。これらが、本
体６３２から延びている。案内ワイヤの近位端を、穴６３４への接着などによって、本体
６３２へと取り付けることができる。これにより、案内ワイヤがループに保持され、案内
ワイヤの近位端が振れ回ることがなくなる。案内を進めるべき場合には、ストッパを取り
外すことができる。その後に、ストッパを、案内ワイヤを操縦し、かつ／または針ハブを
超えての前進を防止するためのハンドルとして使用できる。ハンドル／おもりの他の例が
、図５３、５９、および６９に示されている。それらは、必ずしも案内ワイヤの把持また
は阻止のための構造を備えなくてもよい。さらに、案内ワイヤは、処置の際に案内ワイヤ
をどれだけ前進させたかを示すため、その長さのとくには近位端に沿って或る間隔でマー
キングを備えることができる。
【００５８】
　図２４Ａ～Ｃは、針ハブ５０２の遠位側のオリフィスにおいて案内ワイヤを所定の位置
に押し付けるべく案内ワイヤに対して配置することができるくさび６６０の実施の形態を
示している。図示の実施の形態においては、くさびが弧状の部品であるが、丸または角の
ある断面など、他の形状も可能である。くさびは、ユーザにより容易に把持できる表面を
提供する拡大された遠位部分６６２を備えることができる。血管アクセス装置を、輸送時
および血管アクセスを得るための初期の工程の最中に案内ワイヤが動かないようにするた
め、くさびを所定の位置に位置させた状態で出荷することができる。ユーザが案内ワイヤ
を前進させる準備ができたとき、例えば遠位部分を把持することによって針ハブから引き
出すことで、くさびを取り除くことができる。
【００５９】
　図２５～２７は、案内ワイヤ係止ピンおよび係止ピンを収容するように構成された装置
を示している。装置において、例えば把持部５０８’（図示）または装置の他の部位に穴
６４０を形成することができる。ヒッチ・ピン・クリップ６４２などのピンを、ピンの一
方のアームが穴を通過し、他方のアームが案内ワイヤを挟み面へと押し付けるように、穴
へと配置することができる。随意により、案内ワイヤを、図２７に示すように近位端をピ
ンに引っ掛けることによって抑制することができる。ピンの形状に相補的な保持用の隆起
を、穴６４０に形成することができ、ピンがこの隆起に乗り上げて嵌り合い、穴に良好に
保持される。
【００６０】
　図２８～３２は、非対称な血管アクセス・ハブ・アセンブリの実施の形態を示している
。図２８および２９は、針ハブ５０２’’を示している。ハブが、上述のように２つの把
持部５０４’’および５０８’’を定めているが、把持部の一方（図では５０４’’）の
みが傾けられている。把持部をつまむことで、把持部５０４’’が把持部５０８’’に向
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かって動き、案内ワイヤを締め付ける（図３２が、このたわんだ形状を示している）。こ
の構成は、可動部品の数を少なくし、したがって製造プロセスの単純化および設計公差の
緩和を可能にする。針ハブは、拡張器ハブの相補的造作５３０’と嵌め合わせ造作５１８
’を備えることができる。把持部をつまむことによって把持部５０４’’が変形し、造作
５１８’が相補的造作５３０’から外れる。傾けられていない把持部５０８’’から造作
５１８’を省略することが可能である。
【００６１】
　本明細書に記載のハブの実施の形態のいずれも、拡張器／鞘アセンブリを針ハブから取
り外す前の回転を防止するため、拡張器ハブの相補的溝６５２（図３１）に係合する１つ
以上のフィン６５０またはピンをさらに備えることができる。
【００６２】
　図３２ＡおよびＢは、針ハブ５０２’’’および拡張器ハブ５２０Ａのさらなる典型的
な実施の形態を示している。やはり針ハブは、ただ１つの柱５１８’を有することができ
る。この場合、一方のフィン６５０ａが、一方の把持フィンガ５０８’’’に配置され、
他方のフィン６５０ｂが、他方の把持部５０４’’’に配置されている。拡張器ハブは、
把持特有のフィンに整列し、お互いには整列していない相補的な溝６５２Ａ、６５２Ｂを
有している。
【００６３】
　図３３および３４に示されているように、鞘の筒に、前進の際の把持を改善するために
畝および／または凹所を形成することができる。作業者の好みに応じた配置にて鞘へと取
り外し可能に取り付けられ、あるいは留められる別途の構成部品（例えば、シリコーン・
ゴムなどの材料からなる）が、鞘の前進のために把持を改善する他のやり方である。その
ような構成部品を、キットに含ませることができる。
【００６４】
　図３５は、ハブ・アセンブリのさらに別の実施の形態を示しており、図３６～３９は、
その種々の部分を示している。この図示の実施の形態は、すでに述べたような鞘５４０お
よび針ハブ５０２’を含んでいる。拡張器ハブ５２０’’が、拡張器ハブの針ハブおよび
鞘とのやり取りを可能にする拡張器の内側のインサート５７４を含んでいる。インサート
は、嵌め合わせ造作５３０について上述したような嵌め合わせ造作５３０’（図３９）を
含んでよい近位端（図３６に示されている）を備えている。インサート５７４を、単一の
部品（図示されていない）から製作することができ、あるいは主たる部品５７８（図３７
）および小さな部品５８０（図２８）など、複数の部品から製作することができる。主た
る部品および小さな部品を、接続ダウエルを収容すべく収容部５８２、５８２を整列させ
るなど、さまざまなやり方で一体にかみ合わせることができる。インサートは、図示の凹
所など、鞘の相補的取り合い用の造作（例えば、図３５に示されている）と取り合う遠位
側の取り合い用の造作５３２’を備えることができる。
【００６５】
　図１７～３９の実施の形態は、以下のとおり使用される。針が血管へと挿入される。血
液の流れを観察できる。案内ワイヤのストッパ、把持具、クリップ、またはくさび（存在
する場合）を取り除いて、遠位方向への前進のために案内ワイヤを解放することができる
。案内ワイヤが針へと進められ、さらに血管へと進められる。これにより、案内ワイヤが
針の先端を保護し、後の操作の際に外傷を防止するうえで役に立つ。針ハブの把持部を圧
迫すると、針ハブの近位部分がてこの作用にて案内ワイヤを締め付けて保持する一方で、
針ハブの遠位部分は、嵌め合わせ造作５１８を介し、嵌め合わせ造作５３２を介して拡張
器ハブから自由になる。その結果、鞘／拡張器ハブを、血管内へと前進させることができ
る。ここで案内ワイヤを取り除くことができ、あるいは後の段階で取り除くことができる
。この時点で、針は拡張器によって覆われており、したがってさらに保護されている。次
いで、拡張器を鞘から切り離し（図３２～３７に関して詳述した）、引き戻すことができ
る。針は、拡張器の内側で依然として保護されており、これら２者を、随意により案内ワ
イヤと一緒に取り出し、廃棄することができる。これにより、鞘が、カテーテルの挿入な
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どといった使用に備えて、血管内の所定の位置に残される。
【００６６】
　図４０～４３は、ハブ・アセンブリのさらに別の実施の形態の種々の図を示している。
この実施の形態においては、針ハブが、貝殻状のアセンブリ５８２によって形成されてい
る。ピン５８４を、脚部５８６が案内ワイヤ６０３をまたいでピンの渡り部５８５の下方
に案内ワイヤ６０３を抑止するように、一方の殻の開口を貫いて挿入することができる。
案内ワイヤは、手持ち部６０８および／またはストッパ６１０を有することができる。針
６０１は、例えばボルトまたはねじ６０２あるいは他の容易に理解できるやり方によって
、針ハブへと固定されている。
【００６７】
　シリコーン・チューブ６００で、或る程度のクッションをもたらすべく案内ワイヤを囲
むことができる。装置が使用されるとき、針が血管へと挿入される。ピンが取り除かれて
、案内ワイヤが自由になり、針を通って進められる。ひとたび案内ワイヤが配置されると
、貝殻の近位部分５９０を一体に圧迫することによって枢支点５９２を中心として回転さ
せ、タブ５８８によって一体に保持することができる。貝殻の近位部分を圧迫することで
、くぼみ５９８が案内ワイヤ６０３および／またはチューブ６００に突き当たり、案内ワ
イヤを針ハブに対して動かないように固定する。同時に、貝殻の枢動によって、貝殻上の
固定具６０４が回転して鞘５４０の対応する切り欠き６０５を避け、拡張器ハブ５２０お
よび鞘５４０を解放して、針ハブ５８２に対してスライドできるようにする。次いで、拡
張器ハブ／鞘アセンブリを、すでに述べたように前進させることができる。
【００６８】
　図４４～４８は、拡張器ハブ・アセンブリの他の実施の形態の構成部品のいくつかの図
を提示している。すでに述べたように、拡張器は、インサート（この場合は、一部品であ
る）を含むことができる。拡張器および鞘を前進させた後、拡張器ハブの外側部品を、イ
ンサートに対して回転させることができる。これにより、拡張器ハブの外側部品の内側の
様相の突起４４０２が、インサートの凹所４５０２に乗り、インサートの近位端をたわみ
点４５０４においてたわませて針へと押し付け、針を拡張器ハブに対して固定する（これ
によって、針の先端が安全のために拡張器の内側に捕らえられる）。同時に、拡張器ハブ
の遠位端のカム・システムによって、拡張器ハブが鞘から切り離される。例えば、拡張器
ハブの遠位端が、最初は鞘キャップの内表面の突起に係合している溝４５０３を備えるこ
とができ、拡張器ハブが回転させられたとき、突起が溝から自由になり、拡張器ハブを鞘
からスライドさせることができる。図４７に示されているように、拡張器ハブは、流体お
よび／または気体を通さないシールの維持を助けるために、自身のシール４７０２を備え
ることができる。
【００６９】
　図４９～５２は、鞘５４０の種々の図および細部を示している。拡張器ハブとの取り合
い部が、拡張器が上述のように鞘から積極的に切り離されるまで、拡張器の解放を防止す
べく拡張器に係合できる。バルブ・キャップおよびバルブ本体が、キャップの本体に対す
る回転を防止するために、相補的造作４９０２、４９０４を備えることができる。それぞ
れここでの言及によって本明細書に取り入れられたものとする米国特許第２，０２２，３
６９号、第５，２７３，５４６号、第４，０００，７３９号、第４，４２４，８３３号、
および第４，４３０，０８１号に記載のものなど、幅広くさまざまなシールを使用するこ
とができる。１つの典型的なシールの分解図が、図５２に示されており、シールが、穴を
有する第１の部品およびスリットを有する第２の部品を備えている。片側が穴を取り入れ
、反対側がスリットを取り入れている一部品構成も、望ましいと考えられる。このような
バルブを、作業者によって操作されることがないため、「受動」バルブと呼ぶことができ
る。鞘は、これに加え、あるいはこれに代えて、Ｔｕｏｈｙ‐Ｂｏｒｓｔバルブなどとい
った被操作のバルブを備えることができる。被操作のバルブを、鞘の有効内径を制御する
（鞘を通って挿入される装置がぴったりと適合するように）ために使用することができ、
さらには／あるいは空気または液体を漏らさないシールをもたらすために使用することが
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できる。被操作のバルブを、鞘へと装着される別個の部品によって鞘に備えることができ
る。
【００７０】
　あるいは、鞘の管腔が、図５１に示した推移ではなく、円錐台形状または他の滑らかな
形状を有することができる。
【００７１】
　図５３～５８、５９～６８、および６９～７５は、針‐拡張器‐鞘のハブ・アセンブリ
の３つのさらなる実施の形態を図示および説明している。
【００７２】
　図５３は、アセンブリの出発状態を示している。図５４において、針ハブのタブが圧迫
され、針ハブを解放して拡張器および鞘の前進を可能にしている。図５５において、拡張
器ハブが回転させられて引き込まれる。図５６において、拡張器、針、およびワイヤが取
り除かれる。図５７および５８は、タブ・ラッチ５８０２、排出ポート５８０４、および
生きているヒンジ・タブ５８０６を示す他の図を提示している。
【００７３】
　図５９および６０は、他のアセンブリの出発状態を示している。図６１において、針ハ
ブを、針の斜面の配向および拡張器ハブの解放のために１８０°回転させることができる
。図６２において、拡張器ハブおよびバルブ本体が、針ハブのキー付きのディスクから解
放される。図６３～６６は、拡張器ハブが１８０°のストッパを有する針ハブからどのよ
うに解放されるのかについて、詳細を示している。図６７および６８においては、拡張器
ハブを取り外しのためにバルブ本体から解放するため、タブが締め付けられている。
【００７４】
　図６９は、さらに他のアセンブリの出発状態を示している。図７１に示されているよう
に、針ハブの遠位側の縁が、針の斜面に対応するように斜めにされており、医師に針の向
きを示している。図７２において、針ハブが、戻り止めから外れるように回転させられて
、拡張器ハブおよびバルブ本体から解放される。図７０および７３において、針ハブが解
放されることで拡張器ハブが露わになり、鞘／バルブが対象へと挿入される。図７４およ
び７５は、拡張器ハブをバルブ本体から分離させて針およびワイヤと一緒に取り除くこと
ができるようにするための拡張器ハブの回転を示している。
【００７５】
　末梢穿刺中心静脈カテーテル（ＰＩＣＣ）にとくによく適すると考えられるアクセス装
置の一実施の形態は、バルブを持たない針ハブならびにバルブまたは側部ポートを持たな
い剥離可能な鞘を備えている。
【００７６】
　本明細書に開示のアクセス装置を、血管アクセスを得るため以外にも、幅広くさまざま
な目的に使用することができる。例えば、膿瘍からの流体の排出、気胸からの空気の排出
、および腹腔へのアクセスに使用することが可能である。排出のために使用される装置は
、鞘の遠位端の付近など、鞘に側部ポートを備えることができる。
【００７７】
　ここに開示した装置は、従来からの生理学的に認容可能な材料から製作することができ
る。例えば、針を、剛なポリマーまたはステンレス鋼やニチノールなどの金属で製作でき
る。チューブ、ブレット、鞘、拡張器、および／またはスパインを、上述の金属ならびに
／あるいはポリエチレン、ポリプロピレン、パーフルオロ（エチレン‐プロピレン）コポ
リマーなどのフルオロポリマーおよびコポリマー、ポリウレタン・ポリマー、ＰＥＢＡＸ
（登録商標）、ＰＥＥＫ、ナイロンコポリマー、および共押し出し材などの適切なポリマ
ー材料で製作できる。他の部材を、上述の金属ならびに／あるいはポリエチレン、ポリカ
ーボネート、ＡＢＳ、ポリプロピレン、パーフルオロ（エチレン‐プロピレン）コポリマ
ーなどのフルオロポリマーおよびコポリマー、ポリウレタン・ポリマーまたはコポリマー
などの適切なポリマー材料で製作できる。
【００７８】



(17) JP 5166239 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

　さまざまな特徴を別個独立に示すことができるが、当然ながら、それらを種々の実施の
形態に組み合わせることが可能である。例えば、血管アクセス装置が、図１７～２０に示
したハブ・アセンブリを、図１２～１６に示したようなブレット拡張器ならびに図２１～
２７に示した案内ワイヤ用のストッパ、把持具、および／またはくさびと一緒に備えるこ
とができる。種々さまざまな他の組み合わせも可能であり、容易に想到できる。
【００７９】
＜関連出願の相互参照＞
　この出願は、２００５年３月３０日付の米国特許仮出願第６０／６６６，５４７号およ
び２００６年２月１４日付の米国特許仮出願第６０／７４３，２８５号の利益を主張し、
この両者は、ここでの言及によって本明細書に取り入れられるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】血管アクセス装置の一実施の形態の概略図である。
【図２】血管アクセス装置の一実施の形態の概略図である。
【図３】他の実施の形態の概略図である。
【図４】他の実施の形態の概略図である。
【図５】さらなる実施の形態の部分断面図である。
【図５Ａ】線５Ａ‐５Ａに沿った断面である。
【図６】他の実施の形態の部分断面図である。
【図７】さらに他の実施の形態の部分断面図である。
【図８】拡張器の遠位部分が遠位方向に延びている遠位方向に延びている実施の形態の部
分断面図である。
【図９Ａ】上記開示の血管アクセス装置の使用の概略図である。
【図９Ｂ】上記開示の血管アクセス装置の使用の概略図である。
【図９Ｃ】上記開示の血管アクセス装置の使用の概略図である。
【図１０Ａ】同軸の拡張器システムを有する実施の形態の概略図である。
【図１０Ｂ】同軸の拡張器システムを有する実施の形態の概略図である。
【図１１】図１０ＡおよびＢのシステムの近位部分の概略の断面図である。
【図１２】拡張器の実施の形態を示している。
【図１２Ａ】拡張器の実施の形態を示している。
【図１３】針‐拡張器‐鞘アセンブリの実施の形態の長手断面を示している。
【図１３Ａ】図１３に示した横断面を示している。
【図１３Ｂ】図１３に示した横断面を示している。
【図１３Ｃ】図１３に示した横断面を示している。
【図１３Ｄ】拡張器の他の実施の形態を示している。
【図１３Ｅ】拡張器の他の実施の形態を示している。
【図１４】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる実施の形態を示している。
【図１５】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる実施の形態を示している。
【図１６】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる実施の形態を示している。
【図１７】血管アクセス装置のハブ・アセンブリを示している。
【図１８】図２の実施の形態の斜視の長手断面を示している。
【図１９】図１の実施の形態の側面長手断面を示している。
【図２０】針‐拡張器‐鞘ハブ・アセンブリの他の実施の形態を示している。
【図２０Ｂ】アクセス装置のさらなる特徴を示している。
【図２０Ｃ】アクセス装置のさらなる特徴を示している。
【図２０Ｄ】アクセス装置のさらなる特徴を示している。
【図２１】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２２】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２３】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２４】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
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【図２４Ａ】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２４Ｂ】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２４Ｃ】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２５】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２６】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２７】案内ワイヤの把持具またはストッパの種々の実施の形態を示している。
【図２８】非対称な針ハブの実施の形態および対応する拡張器ハブを示している。
【図２９】非対称な針ハブの実施の形態および対応する拡張器ハブを示している。
【図３０】非対称な針ハブの実施の形態および対応する拡張器ハブを示している。
【図３１】非対称な針ハブの実施の形態および対応する拡張器ハブを示している。
【図３２】非対称な針ハブの実施の形態および対応する拡張器ハブを示している。
【図３２Ａ】非対称な針ハブの実施の形態および対応する拡張器ハブを示している。
【図３２Ｂ】非対称な針ハブの実施の形態および対応する拡張器ハブを示している。
【図３３】典型的な鞘の横断面を示している。
【図３４】典型的な鞘の横断面を示している。
【図３５】針‐拡張器‐鞘ハブ・アセンブリの他の実施の形態を示している。
【図３６】図２１の実施の形態の種々の構成部品を示している。
【図３７】図２１の実施の形態の種々の構成部品を示している。
【図３８】図２１の実施の形態の種々の構成部品を示している。
【図３９】組み立てられた図３７および図３８の構成部品を示している。
【図４０】針‐拡張器‐鞘ハブ・アセンブリの他の実施の形態の種々の図を示している。
【図４１】針‐拡張器‐鞘ハブ・アセンブリの他の実施の形態の種々の図を示している。
【図４２】針‐拡張器‐鞘ハブ・アセンブリの他の実施の形態の種々の図を示している。
【図４３】針‐拡張器‐鞘ハブ・アセンブリの他の実施の形態の種々の図を示している。
【図４４】典型的な拡張器ハブの種々の構成部品を示している。
【図４５】典型的な拡張器ハブの種々の構成部品を示している。
【図４６】典型的な拡張器ハブの種々の構成部品を示している。
【図４７】典型的な拡張器ハブの種々の構成部品を示している。
【図４８】典型的な拡張器ハブの種々の構成部品を示している。
【図４９】典型的な鞘の種々の図を示している。
【図５０】典型的な鞘の種々の図を示している。
【図５１】典型的な鞘の種々の図を示している。
【図５２】鞘バルブの典型的な実施の形態の分解図を示している。
【図５３】針‐拡張器‐鞘アセンブリの他の典型的な実施の形態の種々の図および動作を
示している。
【図５４】針‐拡張器‐鞘アセンブリの他の典型的な実施の形態の種々の図および動作を
示している。
【図５５】針‐拡張器‐鞘アセンブリの他の典型的な実施の形態の種々の図および動作を
示している。
【図５６】針‐拡張器‐鞘アセンブリの他の典型的な実施の形態の種々の図および動作を
示している。
【図５７】針‐拡張器‐鞘アセンブリの他の典型的な実施の形態の種々の図および動作を
示している。
【図５８】針‐拡張器‐鞘アセンブリの他の典型的な実施の形態の種々の図および動作を
示している。
【図５９】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６０】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６１】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
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作を示している。
【図６２】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６３】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６４】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６５】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６６】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６７】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６８】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらなる典型的な実施の形態の種々の図および動
作を示している。
【図６９】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらに別の典型的な実施の形態の種々の図および
動作を示している。
【図７０】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらに別の典型的な実施の形態の種々の図および
動作を示している。
【図７１】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらに別の典型的な実施の形態の種々の図および
動作を示している。
【図７２】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらに別の典型的な実施の形態の種々の図および
動作を示している。
【図７３】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらに別の典型的な実施の形態の種々の図および
動作を示している。
【図７４】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらに別の典型的な実施の形態の種々の図および
動作を示している。
【図７５】針‐拡張器‐鞘アセンブリのさらに別の典型的な実施の形態の種々の図および
動作を示している。
【図７６】捕捉機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図７７】捕捉機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図７８】捕捉機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図７９】捕捉機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図８０】鈍化機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図８１】鈍化機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図８２】鈍化機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図８３】鈍化機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図８４】鈍化機構を有する装置の種々の実施の形態および図を示している。
【図８５】針ハブと拡張器ハブとの間の取り付けを有している装置の種々の実施の形態を
示している。
【図８６】針ハブと拡張器ハブとの間の取り付けを有している装置の種々の実施の形態を
示している。
【図８７】針ハブと拡張器ハブとの間の取り付けを有している装置の種々の実施の形態を
示している。



(20) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(21) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図５】 【図５Ａ】

【図６】 【図７】



(22) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図８】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】

【図１２】



(23) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図１２Ａ】

【図１３】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】

【図１３Ｄ】

【図１３Ｅ】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(24) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図１９】

【図２０】

【図２０Ｂ】

【図２０Ｃ】

【図２０Ｄ】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２４Ａ】



(25) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図２４Ｂ】

【図２４Ｃ】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】



(26) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図３１】

【図３２】

【図３２Ａ】

【図３２Ｂ】 【図３３】



(27) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】

【図４１】



(28) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図４２】

【図４３】

【図４４】

【図４５】 【図４６】

【図４７】



(29) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図４８】

【図４９】

【図５０】

【図５１】

【図５２】

【図５３】

【図５４】

【図５５】



(30) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図５６】

【図５７】

【図５８】

【図５９】

【図６０】

【図６１】

【図６２】

【図６３】

【図６４】



(31) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図６５】

【図６６】

【図６７】

【図６８】

【図６９】

【図７０】

【図７１】

【図７２】

【図７３】



(32) JP 5166239 B2 2013.3.21

【図７４】

【図７５】

【図７６】

【図７７】

【図７８】

【図７９】

【図８０】

【図８１】

【図８２】

【図８３】

【図８４】

【図８５】

【図８６】

【図８７】



(33) JP 5166239 B2 2013.3.21

10

20

30

40

フロントページの続き

(72)発明者  マラーノ、ジョン、ピー．、ジュニア．
            アメリカ合衆国、コネチカット州　０６４４３－２９３４、マジソン、３９５　ボストン　ポスト
            　ロード
(72)発明者  フロム、ジェームズ、アール．
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９４４０３、サン　マテオ、１３０　アローウッド　ランド
(72)発明者  ラペティーナ、ジョン、エフ．
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９４１１７、サン　フランシスコ、♯２、５５５　ダボス　
            アベニュー
(72)発明者  アン、ロバート、ユェン　リー
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州　１００２５、ニュー　ヨーク、アパートメント　１ケー、４６
            １　セントラル　パーク　ウェスト
(72)発明者  アブロフ、アーロン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９４０７０、サン　カルロス、♯８、２６４０　メレンディ
            ー　ドライブ
(72)発明者  ガンダリラス、カール
            アメリカ合衆国、コネチカット州　０６４０３、ビーコン　フォールズ、３０２　ベサニー　ロー
            ド
(72)発明者  ウェイ、マイケル、エフ．
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９４０６５、レッドウッド　シティ、♯１００、１０００　
            ダビット　レーン
(72)発明者  ドリューカー、ジョシュア
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９４１２７、サン　フランシスコ、４３４　モリーモ　ドラ
            イブ
(72)発明者  アンダーソン、ジャネール
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州　１００２４、ニュー　ヨーク、♯２３、１４２　ウェスト　エ
            イティーサード　ストリート

    合議体
    審判長  高木　彰
    審判官  松下　聡
    審判官  蓮井　雅之

(56)参考文献  国際公開第０３／０５７２７２（ＷＯ，Ａ２）
              特開２００３－２６５６１５（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第６７２６６５９（ＵＳ，Ｂ１）
              特開昭５３－５１６９２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２９９８９７（ＪＰ，Ａ）
              特開平７－１４８２７０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１９０６８２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61M25/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

