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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧管腔および低圧管腔を画定する長尺状シャフトであって、前記高圧管腔は前記低圧
管腔の先端側に開いた先端開口端付近、且つ先端開口端の内側で終端する、長尺状シャフ
トと、
　前記低圧管腔に接続するとともに連通した吸引源とを備え、
　該低圧管腔の先端開口端は、該長尺状シャフトの長手方向に配向された軸に対して傾斜
した開口を形成し、
　前記高圧管腔は、前記低圧管腔の内部で基端側を向くように配向された１つ以上の噴射
口で終端する血栓除去システム。
【請求項２】
　流体が前記高圧管腔の終端を退出する１つ以上の噴流を形成するように、該高圧管腔と
連通した加圧流体の供給源をさらに備える、請求項１に記載の血栓除去システム。
【請求項３】
　前記高圧管腔は、該低圧管腔の傾斜した前記開口におけるもっとも基端側の部分付近で
終端する、請求項２に記載の血栓除去システム。
【請求項４】
　前記高圧管腔は、該低圧管腔の内部で基端側を向くように配向された少なくとも１つの
噴射口で終端する、請求項３に記載の血栓除去システム。
【請求項５】
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　前記少なくとも１つの噴射口は、該低圧管腔の前記開口に対して基端側に配向される、
請求項４に記載の血栓除去システム。
【請求項６】
　前記低圧管腔の傾斜した前記開口は、同傾斜した開口のより基端側の該低圧管腔の断面
積よりも小さな断面積を有する、請求項２に記載の血栓除去システム。
【請求項７】
　先端を画定する先端領域を有する長尺状シャフトと、
　前記長尺状シャフト内を該先端における先端側に面する開口に向かって延びる排出管腔
と、
　前記長尺状シャフト内を延びる高圧管腔であって、同高圧管腔は、加圧流体の供給源に
接続されるとともに連通するように構成される高圧管腔とを備え、
　該排出管腔は、吸引源に接続されるとともに連通するように構成され、
　該高圧管腔は、該排出管腔の先端側に面する開口付近、且つ同開口の内側で終端し、
　該排出管腔の先端側に面する開口は、該長尺状シャフトの長手方向に配向された軸に対
して傾斜し、
　前記高圧管腔は、前記排出管腔の内部で基端側を向くように配向された１つ以上の噴射
口で終端する血栓除去装置。
【請求項８】
　前記高圧管腔は前記排出管腔と並んで延在する、請求項７に記載の血栓除去装置。
【請求項９】
　前記高圧管腔は前記排出管腔内に配置される、請求項７に記載の血栓除去装置。
【請求項１０】
　前記長尺状シャフト内を延びるガイドワイヤ管腔をさらに備える、請求項７に記載の血
栓除去装置。
【請求項１１】
　前記高圧管腔は前記長尺状シャフトの先端に近接した位置まで延在する、請求項７に記
載の血栓除去装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療装置およびその使用方法に関する。より詳細には、本発明は、血栓除去
装置およびその使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者の脈管構造から血栓および他の不要な物質を除去するために様々な方法が開発され
てきた。例としては、血栓溶解薬剤、並びに流体ジェット、超音波、レーザ、サーマル、
吸引、バルーン、回転バー、カッター、バスケットおよびワイヤのような機械的装置が挙
げられる。血栓溶解薬剤は、投与がより容易であり、任意の所望される脈管に到達すると
いう利点を有するが、作用の遅さ、モニタリングの必要性、出血性合併症の可能性、コス
トの高さ、より硬質のまたはより集合した血栓の除去不能性、および標的の脈管以外の他
の脈管への薬剤の移動、といった不都合な点を有する。機械的装置は多くの場合、より速
く、かつ標的の脈管に対して特異的であるが、サイズの大きさ、標的の脈管への到達の困
難性、管壁に対する局所的な損傷、物理的な閉塞、複雑で多くの時間を要する準備、術者
の訓練および熟練を必要とする複雑な手技、および高いコストという不都合な点があり、
また、有効な装置ほど、より侵襲性であったり、より危険であったり、またはより高価で
あったりするため、より硬質のまたはより集合した血栓に対する有効性にバラつきがある
。
【０００３】
　身体から、特に、大きな血管および心腔、または後腹膜出血のような出血の際に血液が
充満し得る血管外腔(extravascular spaces)、または髄液腔(cerebrospinal fluid space
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s)、中空の体器官などのような他の空間において、血栓または血塊を除去することが望ま
しい多くの状況が存在する。
【０００４】
　流体ジェット血栓除去装置を含む既存の血栓除去装置は、大きな血栓を治療すること、
および大径の脈管から血栓を効率的かつ効果的に除去することが困難である。流体ジェッ
トカテーテルは、ある程度の距離において、幾分の混合が得られ、作用し得るが、それを
安全に行い、すべての血栓を除去するために捕捉することについては問題がある。冠状動
脈または脚の動脈などのようなより細い脈管においては、様々な血栓除去カテーテルを用
いることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、特に、末梢静脈または中心静脈、肺動脈および分枝を含む大きな脈管、心
室、より大きな動脈および人工血管のための改善された血栓除去能力が依然として必要と
されている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、概して、比較的大きな動脈および静脈のような脈管内から血栓および他の不
要な物質を除去するための装置に関する。例証となるが限定しない例において、血栓除去
システムは、高圧管腔および低圧管腔を画定する長尺状シャフトを備えることができる。
高圧管腔は低圧管腔の端付近で終端し得る。低圧管腔の端付近には拡張可能な捕捉バスケ
ットを配置することができる。一部の用途では、血栓除去システムは、捕捉バスケットな
しで機能し得る。
【０００７】
　別の例証となるが限定しない例においては、血栓除去装置は、長尺状シャフトと、長尺
状シャフト内を延びる排出管腔と、長尺状シャフト内を延びる高圧管腔とを備えることが
できる。長尺状シャフト内を延びるワイヤ管腔内には、捕捉装置が、ワイヤ管腔から先端
側に延びるように配置され得る。
【０００８】
　別の例証となるが限定しない例において、装置は、第１カテーテルシャフト部分と、第
２カテーテルシャフト部分とを備えることができる。第１カテーテルシャフト部分は、吸
引管腔および高圧管腔を有することができる。第２カテーテルシャフト部分は、ワイヤ管
腔、およびワイヤ管腔内に少なくとも部分的に配置された捕捉装置を有することができる
。
【０００９】
　別の例証となるが限定しない例においては、吸引管腔内に血栓を引き寄せる排出器／吸
引装置として高圧ジェットを用いることによって、血栓を脈管内から除去することができ
る。捕捉された血栓は高圧ジェットによって粉砕され、粉砕された血栓は脈管から外に吸
引され得る。そのような装置において、高圧ジェットは先端チップの先端開口の付近に位
置し得る。いくつかの実施形態において、高圧ジェットは、先端開口に関連した基端傾斜
部にほぼ平行な角度、または軸線の向きに向かって若干より傾斜した角度で、高圧管腔を
退出し得る。
【００１０】
　別の例証となるが限定しない例において、血栓を捕捉装置内に捕捉することによって、
血栓を脈管内から除去することができる。捕捉された血栓は、高圧ジェットによって粉砕
され、次いで、粉砕された血栓は脈管から外に吸引され得る。
【００１１】
　別の例証となるが限定しない例において、上記に記載した血栓除去装置に類似した血栓
除去装置を提供することによって、血栓を除去することができる。血栓除去装置は患者の
脈管構造の所望の位置に進められ得る。拡張可能な捕捉バスケットが拡張され、その捕捉
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バスケット内に血栓が捕捉され得る。捕捉された血栓を粉々にするために、高圧管腔を介
して高圧流体源が提供され得る。粉々になった血栓を排出するために、低圧管腔に吸引が
適用され得る。
【００１２】
　いくつかの実施形態の上記の要約は、本発明の各開示された実施形態またはすべての実
施を記載するようには意図されていない。以下の図面および詳細な説明は、これらの実施
形態をより詳細に例示する。
【００１３】
　本発明は、添付の図面に関連する以下の本発明の様々な実施形態の詳細な説明を参酌し
てより完全に理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図２】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図３】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図４】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図５】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図６】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図７】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図８】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図９】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図１０】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図１１】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図１２】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図１３】本発明の一実施形態による血栓除去装置の一部の概略図。
【図１４】本発明の一実施形態による血栓除去システムの概略図。
【図１５】本発明の一実施形態による血栓除去システムの概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は様々な改変および代替形態が可能であるが、それらのうちの特定のものを例と
して図面に示し、詳細に説明する。しかしながら、本発明は、記載する特定の実施形態に
限定されるものではないことを理解されたい。むしろ、本発明は、本発明の主旨および範
囲内にあるすべての改変物、均等物、および代替物をも包含するものである。
【００１６】
　以下に定義される用語については、特許請求の範囲または本明細書の他の箇所において
異なる定義がなされない限り、これらの定義が適用されるものとする。
　本願において、すべての数値は、明示的に示されているか否かに関わらず、「約」とい
う語によって修飾されるものと見なされる。「約」という語は、一般に、記載される値と
同等である（すなわち、同じ機能または結果を有する）と当業者が見なす数値範囲を指す
。多くの場合において、「約」という語は、最も近い有効数字に四捨五入された数を含み
得る。
【００１７】
　上下限値による数値範囲の記載は、その範囲内のすべての数を含む（例えば、１～５は
、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４および５を含む）。
　本明細書および添付された特許請求の範囲において使用される場合、単数形「ａ」「ａ
ｎ」および「ｔｈｅ」は、内容が明らかに異なることを示していない限り、複数の指示対
象物を含む。本明細書および添付された特許請求の範囲において、「または」という語は
、内容が明らかに異なることを示していない限り、「および／または」を含む意味にて使
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用される。
【００１８】
　以下の詳細な説明は、異なる図面において類似した要素には同じ番号が付されている図
面を参照して読まれるべきである。図面は必ずしも寸法比率が等しいものではなく、例証
となる実施形態を表すものであり、本発明の範囲を限定することは意図していない。
【００１９】
　本発明は、概して、低圧管腔すなわち排出管腔と、高圧管腔と、拡張可能な捕捉バスケ
ットとを備えた血栓除去装置に関する。いくつかの場合において、前記血栓除去装置は、
保管、輸送および／または搬送のために外部シース内に提供されていてもよい。
【００２０】
　単に明瞭にするために、いくつかの図面では、本発明の特定の要素のみを示しており、
特定の他の要素は示していない。これらの要素は、本発明を実施する際に、所望の通りに
組み合わせ得ることが理解されよう。
【００２１】
　図１は、血栓除去カテーテル１０の一部の概略断面図である。血栓除去カテーテル１０
は、先端１６を画定する先端領域１４を有する長尺状シャフト１２を備える。図示した実
施形態では、低圧または排出管腔１８は先端領域１２内を延び、図のように、先端１４ま
で延在することができる。排出管腔１８は先端開口２０において終端することができる。
高圧管腔２２は先端領域１４内を延びることができる。高圧管腔２２は先端開口２４にお
いて終端することができる。
【００２２】
　いくつかの場合には、例示したように、高圧管腔２２は排出管腔１８と少なくともほぼ
平行に延在し得る。いくつかの場合には、高圧管腔２２は排出管腔１８内を延びる管状部
材によって形成されていてもよい。この図では明らかに示されていないが、長尺状シャフ
ト１２は、捕捉バスケット管腔、ガイドワイヤ管腔などのような１つ以上の付加的な管腔
を備えてもよいことが認識されよう。
【００２３】
　図１において、環境は明らかには示されていないが、血栓除去カテーテル１０は、血栓
または他の望ましくない物質を含み得る患者の脈管構造または他の所望の管腔または空隙
内に配置されていると考えることができる。血栓２６は、概して、長尺状シャフト１２の
先端１６のすぐ遠位に配置されて示されている。血栓２６は、排出管腔１８の基端（図示
せず）に低圧源を適用することにより、排出管腔１８に向かって引き寄せられ、排出管腔
１８内に引き込まれ得る。低圧源は、真空源のように、吸引を提供することができる。排
出管腔１８内の低圧は、概して矢印２８によって表わされ得る。これらの矢印２８はまた
、血栓２６が排出管腔１８を通って進む方向も示している。
【００２４】
　一部の例では、所望に応じて、高圧流体源は、高圧管腔２２と連通するように配置する
ことができる。生理食塩水または別の治療上許容可能な流体のような好適な流体は、矢印
３０によって示す方向に移動することができる。一部の例において、高圧流体は先端開口
２４を介して高圧管腔２２を退出することができる。いくつかの場合に、先端開口２４は
、そこから高圧流体を高速で退出させる噴射口であり得る。従って、高圧流体は血栓２６
に衝撃を与えて、排出管腔１８を詰まらせることなくより良好に通り抜けるより小さな断
片へと、血栓２６を少なくとも部分的に破壊することができる。
【００２５】
　一部の例では、例示したように、高圧管腔２２の先端開口２４は、排出管腔１８の先端
開口２０に対して、高圧流体が先端開口２０を少なくとも部分的に横断して延びる噴流（
ジェット）を生成するように配置することができる。後続の図面に関して検討するように
、先端開口２４は、排出管腔１８の先端開口２０に対して様々な異なる位置に配置するこ
とができる。
【００２６】
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　長尺状シャフト１２は任意の好適な材料から形成することができる。場合により、長尺
状シャフト１２は、１種以上の好適なポリマー材料から形成することができる。好適なポ
リマーの例としては、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、エチレンテトラフルオ
ロエチレン（ＥＴＦＥ）、フッ化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリオキシメチレン（
ＰＯＭ、例えばデュポン社(DuPont)から入手可能なＤＥＬＲＩＮ（登録商標））、ポリエ
ーテルブロックエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニル（Ｐ
ＶＣ）、ポリエーテル－エステル（例えばＤＳＭ　エンジニアリング　プラスチックス社
(DSM Engineering Plastics)から入手可能なＡＲＮＩＴＥＬ（登録商標））、エーテルま
たはエステル系のコポリマー（例えば、ブチレン／ポリ（アルキレンエーテル）フタレー
トおよび／またはデュポン社から入手可能なＨＹＴＲＥＬ（登録商標）のような他のポリ
エステルエラストマー）、ポリアミド（例えばバイエル社(Bayer) から入手可能なＤＵＲ
ＥＴＨＡＮ（登録商標）またはエルフ　アトケム社(Elf Atochem) から入手可能なＣＲＩ
ＳＴＡＭＩＤ（登録商標））、弾性ポリアミド、ブロックポリアミド／エーテル、ポリエ
ーテルブロックアミド（ＰＥＢＡ、例えばＰＥＢＡＸ（登録商標）という商品名で入手可
能）、エチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）、シリコーン、ポリエチレン（ＰＥ）、
マーレックス（Ｍａｒｌｅｘ）高密度ポリエチレン、マーレックス低密度ポリエチレン、
線形低密度ポリエチレン（例えばＲＥＸＥＬＬ（登録商標））、ポリエステル、ポリブチ
レンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリトリメチ
レンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルエーテルケト
ン（ＰＥＥＫ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリフェニレン
スルフィド（ＰＰＳ）、ポリフェニレンオキシド（ＰＰＯ）、ポリパラフェニレンテレフ
タルアミド（例えばＫＥＶＬＡＲ（登録商標））、ポリスルホン、ナイロン、ナイロン１
２（ＥＭＳ　アメリカン　グリロン社(American Grilon) から入手可能なＧＲＩＬＡＭＩ
Ｄ（登録商標）など）、パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）（ＰＦＡ）、エチレン
ビニルアルコール、ポリオレフィン、ポリスチレン、エポキシ、ポリ塩化ビニリデン（Ｐ
ＶｄＣ）、ポリカーボネート、アイオノマー、生体適合性ポリマー、他の好適な材料もし
くはそれらの混合物、それらの組み合わせ、それらのコポリマー、ポリマー／金属複合材
などを挙げることができる。
【００２７】
　一部の例では、排出管腔１８および高圧管腔２２は、単一のカテーテルシャフト内に平
行な管腔として形成されていてもよい。一部の例では、排出管腔１８は、カテーテルシャ
フト内に形成されていてもよいし、または別個の長尺管状部材として形成されていてもよ
い。一方、高圧管腔２２は、排出管腔１８を形成するカテーテルシャフトまたは長尺管状
部材の外面上に少なくとも部分的に設けられた長尺管として形成することができる。
【００２８】
　上記で検討したように、血栓除去装置は、捕捉バスケットも備えることができる。図２
は、所望に応じて、図１に関して説明した血栓除去カテーテル１０と共に使用可能である
か、または同カテーテルに組み入れることさえできる拡張可能な捕捉バスケット３２を示
している。拡張可能な捕捉バスケット３２は、フレーム構造３４と、フレーム構造３４の
少なくとも一部の上に配置された膜３６とを備える。一部の例では、膜３６は上記に列挙
した材料のような任意の好適な材料から形成することができ、任意の所望のレベルの空隙
率を有するように操作されていてもよい。一部の例では、膜３６は、血液に対しては少な
くとも実質的に透過性であるが、血栓のようなより大きなものに対しては不透過性となる
ように形成することができる。いくつかの場合には、血流に対して少なくとも実質的に不
透過性である膜３６を構成することが有用なこともある。
【００２９】
　一部の例では、フレーム構造３４は、第１ループ３８および第２ループ４０を備えるこ
とができる。第１ループ３８は基端４２および先端４４を有することができ、第２ループ
４０は先端４６および基端４８を有することができる。第１ループ３８は、第１長さのワ
イヤまたはフィラメントをループにすることによって形成することができるため、基端４
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２は２つのワイヤ端またはフィラメント端を含み得ることが認識されるであろう。同様に
、第２ループ４０は、第２長さのワイヤまたはフィラメントをループにすることによって
形成することができるため、先端４６は２つのワイヤ端またはフィラメント端を含み得る
。一部の例では、代わりに、第１長さのワイヤまたはフィラメントの２つの端を相互に溶
接するか、または別の方法で接合して閉ループを形成することによって、第１ループ３８
および／または第２ループ４０を形成することについても企図される。
【００３０】
　いくつかの場合において、第１ループ３８の先端４４は、所望に応じて、第２ループ４
０の基端４８に固定されていてもよい。一部の例では、第１ループ３８の基端４２は作動
フィラメント５０まで延びて、該フィラメント５０に固定することができる。一方、第２
ループ４０の先端４６はワイヤ５２まで延びて、該ワイヤ５２に固定することができる。
拡張可能な捕捉バスケット３２は、所望に応じて、作動フィラメント５０をワイヤ５２に
対して軸線方向に移動させることによって開放または閉鎖できることが分かる。図２は開
放形態にある拡張可能な捕捉バスケット３２を示しており、図３は閉鎖形態にある拡張可
能な捕捉バスケット３２を示している。図４は、膜３６が除去されているため、フレーム
構造３４をよりよく見えるように示している。
【００３１】
　前記構造は、作動フィラメント５０がワイヤ５２に対して軸線方向に移動することは許
容するが、作動フィラメント５０および／またはワイヤ５２が過度に半径方向に移動する
ことは制限するように設けられ得ることが認識されるであろう。一部の例では、作動フィ
ラメント５０とワイヤ５２との間の相対運動は、作動フィラメント５０および／またはワ
イヤ５２の少なくとも一方を血栓除去カテーテル１０内の適切な管腔内に提供することに
よって制御することができる（図１）。いくつかの場合において、好適な管腔は、例えば
、排出管腔１８と平行に設けられていてもよいし、または排出管腔１８内に設けられてい
てもよい。
【００３２】
　作動フィラメント５０およびワイヤ５２は任意の好適な材料から形成することができる
。一部の例では、作動フィラメント５０およびワイヤ５２は、独立して、任意の好適なポ
リマー材料または金属材料から形成することができる。好適な材料の例としては、金属、
金属合金、ポリマー（ポリマーの一部の例は上記に開示）、金属－ポリマー複合材、それ
らの組み合わせなど、または他の好適な材料が挙げられる。好適な金属および合金の一部
の例としては、３０４Ｖ、３０４Ｌおよび３１６ＬＶステンレス鋼のようなステンレス鋼
；軟鋼；線形弾性および／または超弾性ニチノールのようなニッケル－チタン合金；他の
ニッケル合金、例えば、ニッケル－クロム－モリブデン合金（例えば、ＩＮＣＯＮＥＬ（
登録商標）６２５のようなＵＮＳ：Ｎ０６６２５）ＨＡＳＴＥＬＬＯＹ（登録商標）Ｃ－
２２（登録商標）のようなＵＮＳ：Ｎ０６０２２、ＨＡＳＴＥＬＬＯＹ（登録商標）Ｃ２
７６（登録商標）のようなＵＮＳ：Ｎ１０２７６、他のＨＡＳＴＥＬＬＯＹ（登録商標）
合金など）、ニッケル銅合金（例えばＭＯＮＥＬ（登録商標）４００、ＮＩＣＫＥＬＶＡ
Ｃ（登録商標）４００、ＮＩＣＯＲＲＯＳ（登録商標）４００などのようなＵＮＳ：０４
４００）、ニッケル－コバルト－クロム－モリブデン合金（例えばＭＰ３５－Ｎ（登録商
標）などのようなＵＮＳ：Ｒ３００３５）、ニッケル－モリブデン合金（例えばＨＡＳＴ
ＥＬＬＯＹ（登録商標）ＡＬＬＯＹ　Ｂ２（登録商標）のようなＵＮＳ：Ｎ１０６６５）
、他のニッケル－クロム合金、他のニッケル－モリブデン合金、他のニッケル－コバルト
合金、他のニッケル－鉄合金、他のニッケル－銅合金、他のニッケル－タングステンまた
はタングステン合金など；コバルト－クロム合金；コバルト－クロム－モリブデン合金（
例えばＥＬＧＩＬＯＹ（登録商標）、ＰＨＹＮＯＸなど（登録商標）のようなＵＮＳ：Ｒ
３０００３）；白金富化ステンレス鋼(platinum enriched stainless) ；またそれらの組
み合わせ；および同種のもの；または他の好適な材料が挙げられる。
【００３３】
　上記で述べたように、いくつかの場合には、作動フィラメント５０およびワイヤ５２は
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ワイヤ構造体である。しかしながら、いくつかの場合においては、作動フィラメント５０
および／またはワイヤ５２の一部または全部が中空であってもよく、また高圧管腔２２（
図１）のような高圧流体源と連通していてもよい。いくつかの状況では、フレーム構造３
４内の１つ以上の位置に配置された１つ以上の高圧ジェットを有することが望ましいこと
がある。例えば、フレーム構造３４の中点５４に位置する高圧ジェットを有することが望
ましいことがある。一部の例では、第１ループ３８および／または第２ループ４０に沿っ
て配置された１つ以上の高圧ジェットを有することが望ましいことがある。一部の例では
、作動フィラメント５０およびワイヤ５２をワイヤ構造体とし、別の供給ライン（この図
では図示せず）が前述の高圧ジェットに流体を提供することについても企図される。
【００３４】
　ここで、図５に移ると、血栓除去アセンブリ５６は、先に記載したような血栓除去カテ
ーテル１０および拡張可能な捕捉バスケット３２を備えるものとして示されている。例示
したように、作動フィラメント５０およびワイヤ５２は長尺状シャフト１２の隣で基端側
に延在して示されている。長尺状シャフト１２が、作動フィラメント５０および／または
ワイヤ５２が延在し得る１つ以上の付加的な管腔（図示せず）を備えてもよいことが認識
されるであろう。一部の例では、別個のカテーテル（図示せず）が、作動フィラメント５
０および／またはワイヤ５２を拘束するために好適な１つ以上の管腔を提供してもよい。
【００３５】
　図５Ａおよび図５Ｂは、長尺状シャフト１２が作動フィラメント５０およびワイヤ５２
をどのように収容し得るかについてのいくつかの例を提供する概略断面図である。図５Ａ
は、ワイヤ管腔５８が長尺状シャフト１２を通って延在し、かつ排出管腔１８および高圧
管腔２２と平行である例を提供している。ワイヤ管腔５８は作動フィラメント５０および
ワイヤ５２の双方を収容する寸法とすることができる。いくつかの場合において、ワイヤ
管腔５８は、作動フィラメント５０とワイヤ５２との間の相対的な軸線方向の移動を許容
にするためには十分に大きいが、作動フィラメント５０とワイヤ５２との間の相対的な半
径方向の移動を制限するためには十分に小さい径を有することができる。
【００３６】
　図５Ｂは、作動フィラメント管腔６０およびワイヤ管腔６２が、長尺状シャフト１２を
通って延在し、かつ排出管腔１８および高圧管腔２２と平行である例を提供している。作
動フィラメント管腔６０は作動フィラメント５０を摺動可能に収容する寸法とすることが
でき、ワイヤ管腔６２はワイヤ５２を摺動可能に収容する寸法とすることができる。図５
Ａおよび図５Ｂは、単一シャフト内に形成されているような付加的な管腔を示しているが
、ワイヤ管腔５８、作動フィラメント管腔６０およびワイヤ管腔６２のうち１つ以上が、
相互に接合されて長尺状シャフト１２を形成する別個の独立した管状部材内に形成されて
いてもよいことが認識されよう。
【００３７】
　図６は、図５に類似しているが、第１ループ３８の先端４４付近に位置する高圧ジェッ
ト５８を追加している。一部の例において、特に、第１ループ３８を形成する管が中空で
あり、かつ高圧管腔２２のような高圧流体源と連通している場合には、高圧ジェット５８
は、単に、第１ループ３８を形成する管に形成された小さな開口であってもよい。いくつ
かの場合において、高圧ジェット５８は独立した流体ライン（図示せず）に設けられたオ
リフィスとすることについても企図される。
【００３８】
　例示したように、高圧ジェット５８は、少なくとも部分的に排出管腔１８の先端開口２
０の方に向けられているものと考えられる。一部の例では、高圧ジェット５８はより下向
きの方向に向けられていてもよい。いくつかの場合において、高圧ジェット５８は、膜３
６の内面をより直接狙っていてもよい。一部の例では、高圧ジェット５８のような２つ、
３つまたはそれ以上の高圧ジェットが、拡張可能な捕捉バスケット３２の中、およびその
付近の様々な位置に配置されていてもよい。
【００３９】
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　図７は、捕捉バスケット内の１つ以上の位置に加圧流体を提供するように構成された例
証となる血栓除去装置６４を提供している。血栓除去装置６４は、カテーテル部６６およ
びバスケット部６８を備える。カテーテル部６６は、基端シャフト区域７０と、基端シャ
フト区域７０内に少なくとも部分的に配置され、そこから先端側に延びる中間シャフト区
域７２とを備える。先端シャフト区域７４は中間シャフト区域７２から延び、先端チップ
７６まで先端側に延在する。カテーテル部６６は、排出管腔、高圧流体管腔、ワイヤ管腔
、ガイドワイヤ管腔などのような１つ以上の管腔を備えていてもよいことが認識されよう
。
【００４０】
　基端シャフト区域７０および中間シャフト区域７２は、先に説明した排出管腔１８に類
似した排出管腔を提供するように構成することができる。排出管腔は、例えば、先端開口
７８において終端し得る。先に述べたように、排出管腔（この図では見えない）は、血栓
および他の不要な物質を該排出管腔に引き込むために、吸引のような低圧源と連通して配
置することができる。
【００４１】
　基端側高圧流体ライン８０は、中間シャフト区域７２と平行に延在し得る。基端側高圧
流体ライン８０は、基端シャフト区域内を基端側に延在することができ、高圧流体源と連
通し得る。基端側高圧流体ライン８０は接合部８２まで延在することができ、接合部８２
からは先端側高圧流体ライン８４が先端チップ７６へと先端側に延在し得る。所望により
、接合部８２は噴射口を備えてもよいが、これは必須ではない。
【００４２】
　明瞭にするために、バスケット部６８は膜なしで示されているが、バスケット部６８が
図２に関して先に記載した膜３６に類似した膜を備え得ることは認識されよう。バスケッ
ト部６８は、先端チップ７６から基端側に延びる管状ライン８６を備える。いくつかの場
合において、先端チップ７６は、管状ライン８６が先端側高圧流体ライン８４と連通し得
るように、適切な配管接続(plumbing connections)を備えることができる。一部の例では
、管状ライン８６は接合部８８まで延在していてもよい。所望により、接合部８８はまた
、噴射口を備えていてもよい。
【００４３】
　１対の作動フィラメント９０が接合部８８に接続され、そこから基端側に延在している
。一部の例では、作動フィラメント９０は、入口９２を介して基端シャフト区域７０に進
入し、基端シャフト区域９０を通って基端側に延在する。作動フィラメント９０を軸線方
向に移動させることによって、バスケット部６８は開放形態（図示の通り）と閉鎖形態と
の間で動かされ得る。いくつかの場合において、作動フィラメント９０はワイヤであって
もよい。一部の例では、作動フィラメント９０の一方または双方が、接合部８８と連通し
た中空管であってもよい。
【００４４】
　図８～図１３は、血栓除去装置の例証となるが限定しない例を提供する。明瞭にするた
めに、ワイヤ管腔および捕捉バスケット膜のような特定の要素が図面から排除されている
。しかしながら、所望に応じてこれらの要素を備え得ることは認識されよう。
【００４５】
　図８は、モノレール型またはオーバー・ザ・ワイヤ型のいずれかであり得る血栓除去装
置９４を示している。血栓除去装置９４は、ガイドワイヤ９８が配置されるガイドワイヤ
管腔９６を備える。図ではガイドワイヤ管腔９６の先端部分のみが見られるが、当業者で
あれば、血栓除去装置９４がモノレール（またはシングル・オペレータ・エクスチェンジ
）カテーテルとして意図される場合には、ガイドワイヤ管腔９６は比較的短い長さを有し
得ることが認識されよう。いくつかの場合において、血栓除去装置９４がオーバー・ザ・
ワイヤ・カテーテルとして設計されている場合には、ガイドワイヤ管腔９６は相当な距離
にわたって基端側に延在し得る。
【００４６】
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　血栓除去装置９４は、先端１０２まで延びる長尺状シャフト１００を備える。ガイドワ
イヤ管腔９６は、所望される場合には、長尺状シャフト１００の一体部分として形成され
てもよい。排出管腔１０４は長尺状シャフト１００内に形成されており、先端開口１０６
まで先端側に延在する。排出管腔１０４は、真空のような低圧源と連通していてもよい。
いくつかの場合において、例示したように、先端開口１０６は、患者の脈管構造内におけ
る血栓除去装置９４の前進を容易にするためにテーパが付けられていてもよく、例えば、
さらに、血栓および他の類似した物質を収容するために適切な寸法を有することができる
。
【００４７】
　長尺状シャフト１００はまた、長尺状シャフト１００内を先端側に延びる高圧管腔１０
８を備える。高圧管腔１０８は、高圧管腔１０８の側面に、その先端に近接して配置され
た噴射口１１０を備える。この形態では、噴射口１１０が排出管腔１０４を横断する流体
ジェットを提供し得るため、排出管腔１０４内に入る血栓を粉砕する助けとなり得ること
が分かる。
【００４８】
　図９は、オーバー・ザ・ワイヤ型として構成された血栓除去装置１１２を示している。
血栓除去装置１１２は、先端１１６まで延びる長尺状シャフト１１４を備える。排出管腔
１１８は長尺状シャフト１１４内に形成されており、先端開口１２０まで先端側に延びて
いる。ガイドワイヤ９８は、排出管腔１１８を通って延びている。
【００４９】
　排出管腔１１８は、真空のような低圧源と連通していてもよい。いくつかの場合におい
て、例示したように、先端開口１２０は、患者の脈管構造内における血栓除去装置１１２
の前進を容易にするためにテーパが付けられていてもよく、例えば、さらに、血栓および
他の類似した物質を収容するために適切な寸法を有することができる。
【００５０】
　長尺状シャフト１０１１４０はまた、長尺状シャフト１００内を先端側に延びる高圧管
腔１０８を備える。高圧管腔１０８は、高圧管腔１０８の側面に、その先端に近接して配
置された噴射口１１０を備える。この形態では、噴射口１１０が排出管腔１１８を横断す
る流体ジェットを提供することができるため、排出管腔１１８内に流入する血栓を粉砕す
る助けとなり得ることが分かる。
【００５１】
　図１０は、モノレール型またはオーバー・ザ・ワイヤ型のいずれかであり得る血栓除去
装置１２０を示している。血栓除去装置１２０は、ガイドワイヤ９８が配置されるガイド
ワイヤ管腔１２２を備える。図ではガイドワイヤ管腔１２２の先端部分のみが見られるが
、当業者であれば、血栓除去装置１２０がモノレール（またはシングル・オペレータ・エ
クスチェンジ）カテーテルとして意図される場合には、ガイドワイヤ管腔１２２は比較的
短い長さを有し得ることが理解されよう。いくつかの場合において、血栓除去装置１２０
がオーバー・ザ・ワイヤ・カテーテルとして設計されている場合には、ガイドワイヤ管腔
１２２は相当な距離にわたって基端側に延在し得る。
【００５２】
　血栓除去装置１２０は、先端１２６まで延びる長尺状シャフト１２４を備える。ガイド
ワイヤ管腔１２２は、所望に応じて、長尺状シャフト１２４の一体部分として形成されて
もよい。排出管腔１２８は長尺状シャフト１２４内に形成されており、先端側に延びてい
る。一部の例では、例示したように、排出管腔１２８は側面開口１３０を有し得る。側面
開口１３０は、血栓および類似した物質が該側面開口１３０を介して排出管腔１２８内に
進入することを許容する寸法を有する。排出管腔１２８は、真空のような低圧源と連通し
ていてもよい。いくつかの場合において、例示したように、例えば、患者の脈管構造内に
おける血栓除去装置１２０の前進を容易にするために、長尺状シャフト１２４は傾斜端１
３２にて終端していてもよい。
【００５３】
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　長尺状シャフト１２４はまた、長尺状シャフト１２４内を先端側に延びる高圧管腔１０
８を備える。高圧管腔１０８は、高圧管腔１０８の側面に、その先端に近接して配置され
た噴射口１１０を備える。この形態では、噴射口１１０が排出管腔１２８を横断する流体
ジェットを提供することができるため、排出管腔１２８内に流入する血栓を粉砕する助け
となり得ることが分かる。この形態では、噴射口１１０は、側面開口１３０の中点に、ま
たは該中点の近くに配置することができる。
【００５４】
　図１１は、モノレール型またはオーバー・ザ・ワイヤ型のいずれかであり得る血栓除去
装置１３４を示している。血栓除去装置１３４は、ガイドワイヤ９８が配置されるガイド
ワイヤ管腔１２２を備える。図ではガイドワイヤ管腔１２２の先端部分のみが見られるが
、血栓除去装置１３４がモノレール（またはシングル・オペレータ・エクスチェンジ）カ
テーテルとして意図される場合には、ガイドワイヤ管腔１２２は比較的短い長さを有し得
ることが認識されよう。いくつかの場合において、血栓除去装置１３４がオーバー・ザ・
ワイヤ・カテーテルとして設計されている場合には、ガイドワイヤ管腔１２２は相当な距
離にわたって基端側に延在し得る。
【００５５】
　血栓除去装置１３４は、先端１２６まで延びる長尺状シャフト１２４を備える。ガイド
ワイヤ管腔１２２は、所望に応じて、長尺状シャフト１２４の一体部分として形成されて
もよい。排出管腔１２８は長尺状シャフト１２４内に形成されており、先端側に延びてい
る。一部の例では、例示したように、排出管腔１２８は側面開口１３０を有し得る。側面
開口１３０は、血栓および類似した物質が該側面開口１３０を介して排出管腔１２８内に
進入することを許容する寸法を有する。排出管腔１２８は、真空のような低圧源と連通し
ていてもよい。いくつかの場合において、例示したように、例えば、患者の脈管構造内に
おける血栓除去装置１３４の前進を容易にするために、長尺状シャフト１２４は傾斜端１
３２にて終端していてもよい。
【００５６】
　長尺状シャフト１２４はまた、長尺状シャフト１２４内を先端側に延びる高圧管腔１０
８を備える。高圧管腔１０８は、高圧管腔１０８の側面に、その先端に近接して配置され
た噴射口１１０を備える。この形態では、噴射口１１０は、側面開口１３０の先端縁に、
または該先端縁の近くに配置することができる。
【００５７】
　図１２は、モノレール型またはオーバー・ザ・ワイヤ型のいずれかであり得る血栓除去
装置１３６を示している。血栓除去装置１３６は、ガイドワイヤ９８が配置されるガイド
ワイヤ管腔１２２を備える。図ではガイドワイヤ管腔１２２の先端部分のみが見られるが
、当業者であれば、血栓除去装置１３６がモノレール（またはシングル・オペレータ・エ
クスチェンジ）カテーテルとして意図される場合には、ガイドワイヤ管腔１２２は比較的
短い長さを有し得ることが認識されよう。いくつかの場合において、血栓除去装置１３６
がオーバー・ザ・ワイヤ・カテーテルとして設計されている場合には、ガイドワイヤ管腔
１２２は相当な距離にわたって基端側に延在し得る。
【００５８】
　血栓除去装置１３６は、先端１４０まで延びる長尺状シャフト１３８を備える。ガイド
ワイヤ管腔１２２は、所望に応じて、長尺状シャフト１２４の一体部分として形成されて
もよい。排出管腔１４２は長尺状シャフト１２４内に形成されており、先端側に延びてい
る。一部の例では、例示したように、排出管腔１４２は側面開口１４４を有し得る。側面
開口１４４は、血栓および類似した物質が該側面開口１４４を介して排出管腔１４２内に
進入することを許容する寸法を有する。排出管腔１４２は、真空のような低圧源と連通し
ていてもよい。いくつかの場合において、例示したように、例えば、患者の脈管構造内に
おける血栓除去装置１３６の前進を容易にするために、長尺状シャフト１３８は傾斜端１
４６にて終端していてもよい。一部の例では、排出管腔１４２内で流れ特性を制御するこ
とが所望される場合には、傾斜端１４６は内曲面１４８を備えてもよい。
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【００５９】
　長尺状シャフト１３８はまた、長尺状シャフト１３８内を先端側に延びる高圧管腔１５
０を備える。高圧管腔１５０は、高圧管腔１５０の先端に配置された噴射口１５２を備え
る。この形態では、噴射１５２　１１０が、排出管腔１４２の先端領域１５４内に乱流を
引き起こし得る流体ジェットを提供し得ることが分かる。一部の例では、この乱流は、排
出管腔１４２に流入する血栓を粉砕する助けとなり得る。
【００６０】
　図１３は、モノレール型またはオーバー・ザ・ワイヤ型のいずれかであり得る血栓除去
装置１５６を示している。血栓除去装置１５６は、ガイドワイヤ９８が配置されるガイド
ワイヤ管腔１２２を備える。図ではガイドワイヤ管腔１２２の先端部分のみが見られるが
、当業者であれば、血栓除去装置１５６がモノレール（またはシングル・オペレータ・エ
クスチェンジ）カテーテルとして意図される場合には、ガイドワイヤ管腔１２２は比較的
短い長さを有し得ることが認識されよう。いくつかの場合において、血栓除去装置１５６
がオーバー・ザ・ワイヤ・カテーテルとして設計されている場合には、ガイドワイヤ管腔
１２２は相当な距離にわたって基端側に延在し得る。
【００６１】
　血栓除去装置１５６は、先端１４０まで延びる長尺状シャフト１３８を備える。ガイド
ワイヤ管腔１２２は、所望に応じて、長尺状シャフト１２４の一体部分として形成されて
もよい。排出管腔１４２は長尺状シャフト１２４内に形成されており、先端側に延びてい
る。一部の例では、例示したように、排出管腔１４２は側面開口１４４を有し得る。側面
開口１４４は、血栓および類似した物質が該側面開口１４４を介して排出管腔１４２内に
進入することを許容する寸法を有する。排出管腔１４２は、真空のような低圧源と連通し
ていてもよい。いくつかの場合において、例示したように、例えば、患者の脈管構造内に
おける血栓除去装置１５６の前進を容易にするために、長尺状シャフト１３８は傾斜端１
４６にて終端していてもよい。一部の例では、排出管腔１４２内で流れ特性を制御するこ
とが所望される場合には、傾斜端１４６は内曲面１４８を備えてもよい。
【００６２】
　長尺状シャフト１３８はまた、長尺状シャフト１３８内を先端側に延びる高圧管腔１５
０を備える。図１２とは異なり、図１３においては、高圧管腔１５０は側面開口１４４か
ら離れて位置している。高圧管腔１５０は、高圧管腔１５０の先端に配置された噴射口１
５２を備える。この形態においては、噴射１５２　１１０が、排出管腔１４２の先端領域
１５４内に乱流を引き起こし得る流体ジェットを提供することができることが理解できる
。一部の例では、この乱流は、排出管腔１４２に流入する血栓を粉砕する助けとなり得る
。
【００６３】
　図１４は血栓除去システム１５８を概略的に示している。一部の例では、血栓除去シス
テム１５８は、外部の流体接続または電力接続なしで作動させることができる、自己充足
アセンブリであると考えることができる。血栓除去システム１５８は、図１～図１３に関
して上述したものに類似した血栓除去装置１６０を備える。作動流体槽１６２は、推進剤
槽１６４内に貯蔵される推進剤によって加圧され得る。
【００６４】
　一部の例では、推進剤槽１６４は、液体形態の推進剤を収容することができる。推進剤
が気化すると、結果として生じた気体は、ライン１６６を通って、作動流体槽１６２内に
移動することができる。図で示されているように、推進剤槽１６４は、約半分（描かれて
いるように下半分）が液化した推進剤で充填され得るとともに、約半分が気化した推進剤
で充填され得る。同様に、作動流体槽１６２の下半分は生理食塩水のような液体の作動流
体で充填することができ、上半分は気化した推進剤で充填されている。一部の例では、推
進剤は二酸化炭素である。推進剤槽１６４の推進剤が気化するにつれて、結果として、作
動流体槽１６２の作動流体は加圧される。これに代えて、作動流体を外部から加圧するこ
とについても企図される。例えば、酸素または窒素のような加圧気体の外部供給源を用い
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て、作動流体槽１６２内の作動流体に圧力を加えてもよい。
【００６５】
　加圧された作動流体は、供給ライン１６８を介して血栓除去装置１６０に提供され得る
。一部の例では、加圧された作動流体はまた、別の供給ライン１７２を介して吸引装置１
７０にも提供されてもよい。吸引装置１７０は、ジェットポンプ吸引装置、ベンチャーな
どとすることができ、例えば、供給ライン１７４を介して血栓除去装置１６０内の低圧管
腔に接続され得る。一部の例では、上記の代わりに、例えば、病室内の真空ポートのよう
に、吸引が外部から提供されることについても企図される。血栓除去装置１６０を介して
除去された血栓または他の物質は、収集物槽１７６に収集され得る。一部の例では、収集
物槽１７６は再使用可能な容器であってもよい。いくつかの場合において、収集物槽１７
６は使い捨ての袋または他の類似した構造体であってもよい。
【００６６】
　図１５は、関連する捕捉装置なしで機能し得る血栓除去装置を示している。血栓除去カ
テーテル１０は、排出管腔１８と、ほぼ平行な高圧管腔２２とを有する長尺状シャフト１
２を備える。図５Ａに示すように、長尺状シャフト１２は、任意で、高圧管腔２２、ガイ
ドワイヤ管腔（図示せず）などを収容していてもよい。他の実施形態において、高圧管腔
２２は、排出管腔１８に接合されて長尺状シャフト１２を形成する別個の独立した管状部
材として提供されてもよい。排出管腔１８は先端開口２０にて終端し得る。高圧管腔２２
は、長尺状シャフト１２の先端開口２０付近で、先端開口２４において終端し得る。いく
つかの実施形態において、先端開口２４は、高圧管腔２２内に挿入された先端栓体１６に
形成することができる。一般的に長尺状シャフト１２の先端開口２０のすぐ遠位に示され
ている血栓２６は、排出管腔１８の基端（図示せず）に低圧源を提供することにより、排
出管腔１８内に引き込まれ得る。いくつかの実施形態において、生理食塩水または他の治
療上許容可能な流体のような好適な流体は、高圧管腔２２内を矢印３０によって示す方向
に移動することができる。先端開口２４を退出すると、その流れは、排出管腔１８内に存
在する概ね矢印２８の方向の流れに合流することができる。いくつかの形態において、特
に先端開口２４を退出する流れが、低圧管腔１８の軸線に直交する方向と矢印２８によっ
て示される向きの低圧管腔内の軸線方向との間に向けられる場合、先端開口２４を退出す
る流れは、長尺状シャフト１２内に血栓２６を引き込むことを支援する排出器／吸引器作
用を提供することができる。先端開口２４を退出する流れは、排出管腔１８に進入すると
、血栓を粉砕して弱め得ると考えられる。
【００６７】
　一部の例では、本願に記載される装置の一部または全部は、放射線不透過性物質でドー
プされているか、放射線不透過性物質から形成されているか、放射線不透過性物質でコー
ティングされているか、または別の方法で放射線不透過性物質を含有していてもよい。放
射線不透過性物質は、医学的処置の間に、蛍光スクリーン上または別の撮像技術において
比較的明るい像を生成することができる材料であると理解される。放射線不透過性物質の
いくつかの例としては、金、白金、パラジウム、タンタル、タングステン、タングステン
合金、放射線不透過性充填材が充填されたポリマー材料などを挙げることができるが、こ
れらに限定されるものではない。
【００６８】
　いくつかの場合において、本願に記載される装置の一部にある程度のＭＲＩ適合性が付
与されていてもよい。例えば、核磁気共鳴映像（ＭＲＩ）装置との適合性を高めるために
、本願に記載される装置の様々な部分を、ＭＲＩ画像を実質的に歪めない材料、または実
質的なアーチファクト（画像中の実際とは異なる像）を生じさせない材料から形成するこ
とが望ましいことがある。一部の強磁性物質は、ＭＲＩ画像中にアーチファクトを形成し
得るため、適当ではない場合がある。一部の例では、本願に記載される装置は、ＭＲＩ装
置が撮像できる物質を含有することができる。これらの特性を示すいくつかの物質として
は、例えば、タングステン、コバルト－クロム－モリブデン合金（例えばＥＬＧＩＬＯＹ
（登録商標）、ＰＨＹＮＯＸ（登録商標）などのようなＵＮＳ：Ｒ３０００３）、ニッケ
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ル－コバルト－クロム－モリブデン合金（例えばＭＰ３５－Ｎ（登録商標）などのような
ＵＮＳ：Ｒ３００３５）、ニチノールなど、および他のものが挙げられる。
【００６９】
　いくつかの場合において、本願に記載される装置のうちの一部は、潤滑性コーティング
または親水性コーティングのようなコーティングを含むことができる。フルオロポリマー
のような疎水性コーティングは乾式潤滑を提供する。潤滑性コーティングは、操縦性を改
善するとともに、病変部通過能力を向上させる。好適な潤滑性ポリマーは当業においてよ
く知られており、そのようなポリマーとしては、シリコーンおよび同種のもの、高密度ポ
リエチレン（ＨＤＰＥ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリアリーレンオ
キシド、ポリビニルピロリドン(polyvinylpyrolidones)、ポリビニルアルコール、ヒドロ
キシアルキルセルロース誘導体、アルギン、糖類、カプロラクトンなどのような親水性ポ
リマー、並びにそれらの混合物および組み合わせが挙げられる。親水性ポリマーは、好適
な潤滑性、接着性および可溶性を備えたコーティングを生成するために、親水性ポリマー
同士で、または調合量の水不溶性化合物（一部のポリマーを含む）とブレンドされてもよ
い。
【００７０】
　本開示が多くの点において単に例示的なものにすぎないことは理解されるべきである。
本発明の範囲を逸脱することなく、詳細について、特に形状、寸法、および工程の順序に
ついて変更を加えることができる。本発明の範囲は、当然ながら、添付の特許請求の範囲
の文言において定義される。

【図１】 【図２】
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