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(57)【要約】
　センサデバイスは、管２２を含むフレキシブル機器２
０を含む。複数の形状又はひずみ感知光ファイバ１４、
１６、１８が、管内で、フレキシブル機器に組み込まれ
、フレキシブル機器の長さに亘って延在する。当該複数
の光ファイバは、フレキシブル機器の再構成可能部分２
４の状態を検出するために、当該複数の光ファイバ間の
距離の変化を感知するように、互いに対する移動を測定
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの管を含むフレキシブル機器と、
　前記少なくとも１つの管内で、前記フレキシブル機器に組み込まれ、前記フレキシブル
機器の長さに亘って延在する複数の形状又はひずみ感知光ファイバと、
　を含み、
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバは、前記フレキシブル機器の再構成可能部分
の状態を検出するために、前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバ間の距離の変化を感
知するように、互いに対する移動を測定する、センサデバイス。
【請求項２】
　前記フレキシブル機器は、バルーンカテーテルを含み、前記再構成可能部分は、バルー
ンを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの管は、前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバのそれぞれに関
連付けられる管を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバは、位置合わせされた座標系を有し、前記複
数の形状又はひずみ感知光ファイバのそれぞれは、別個の開始点位置を含む、請求項１に
記載のデバイス。
【請求項５】
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバは、前記フレキシブル機器の全長を測定する
主ファイバと、前記フレキシブル機器の前記再構成可能部分を測定する少なくとも１つの
補助光ファイバとを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの補助光ファイバは、複数の補助光ファイバを含み、前記フレキシ
ブル機器の前記再構成可能部分において又は前記再構成可能部分の近くに、前記複数の補
助光ファイバ用の第２の開始点位置を更に含む、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記第２の開始点位置は、画像内の前記第２の開始点位置の位置を決定するための形状
を含む、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの補助光ファイバは、少なくとも１つのファイバブラッグ格子を含
む、請求項５に記載のデバイス。
【請求項９】
　少なくとも１つの管を含むフレキシブル機器と、
　前記少なくとも１つの管内で、前記フレキシブル機器に組み込まれ、前記フレキシブル
機器の長さに亘って延在する複数の形状又はひずみ感知光ファイバと、
　を含み、
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバは、前記フレキシブル機器の再構成可能部分
の状態を検出するために、前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバ間の距離の変化を感
知するように、互いに対する移動を測定し、
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバは、
　　前記フレキシブル機器の全長に亘って延在し、前記全長に沿って形状又はひずみ変化
を測定する主ファイバと、
　　前記フレキシブル機器の前記全長に亘って延在し、前記フレキシブル機器の前記再構
成可能部分を測定するための形状又はひずみ感知を提供する少なくとも１つの補助光ファ
イバと、
　を含む、センサデバイス。
【請求項１０】
　前記フレキシブル機器は、バルーンカテーテルを含み、前記再構成可能部分は、バルー
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ンを含む、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの管は、前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバのそれぞれに関
連付けられる管を含む、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバは、位置合わせされた座標系を有する、請求
項９に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの補助光ファイバは、複数の補助光ファイバを含み、前記フレキシ
ブル機器の前記再構成可能部分において又は前記再構成可能部分の近くに、前記複数の補
助光ファイバ用の第２の開始点位置を更に含む、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記第２の開始点位置は、画像内の前記第２の開始点位置の位置を決定するための形状
を含む、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの補助光ファイバは、少なくとも１つのファイバブラッグ格子を含
む、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１６】
　フレキシブル機器の再構成可能部分の屈曲を感知する方法であって、
　少なくとも１つの管内で、フレキシブル機器内に複数の形状又はひずみ感知光ファイバ
を構成するステップと、
　前記フレキシブル機器の再構成可能部分の状態を検出するために、前記複数の形状又は
ひずみ感知光ファイバ間の距離の変化を感知するように、前記複数の形状又はひずみ感知
光ファイバの互いに対する移動を測定するステップと、
　を含み、
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバは、前記フレキシブル機器の長さに亘って延
在する、方法。
【請求項１７】
　前記フレキシブル機器は、バルーンカテーテルを含み、前記再構成可能部分は、バルー
ンを含み、移動を測定する前記ステップは、前記バルーンの膨張又は収縮を測定するステ
ップを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバのそれぞれの座標系を位置合わせするステッ
プを更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバは、前記フレキシブル機器の全長を測定する
主ファイバと、前記フレキシブル機器の前記再構成可能部分を測定する少なくとも１つの
補助光ファイバとを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの補助光ファイバは、複数の補助光ファイバを含み、前記フレキシ
ブル機器の前記再構成可能部分において又は前記再構成可能部分の近くに、前記複数の補
助光ファイバ用の第２の開始点位置を更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第２の開始点位置は、画像内の前記第２の開始点位置の位置を決定するための形状
を含み、
　前記複数の補助光ファイバの冗長ひずみ／形状データを取り除くために、画像内の前記
第２の開始点位置を見つけるステップを更に含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの補助光ファイバは、少なくとも１つのファイバブラッグ格子を含
む、請求項２０に記載の方法。
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【請求項２３】
　前記複数の形状又はひずみ感知光ファイバからのひずみ又は形状データを使用して、前
記フレキシブル機器の前記再構成可能部分を表示するステップを更に含む、請求項１６に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、光学形状感知に関し、より具体的には、複数のセンサの統合を用いた光学形
状感知デバイス、システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｆｉｂｅｒ－Ｏｐｔｉｃ　ＲｅａｌＳｈａｐｅ（商標）（ＦＯＲＳ（商標））は、マル
チコア光ファイバに沿った光を使用して、当該ファイバに沿った形状を再構成する。関与
する１つの原理は、特性レイリー後方散乱又は被制御格子パターンを使用する光ファイバ
内の分布ひずみ測定を使用する。光ファイバに沿った形状は、センサに沿った特定の位置
（開始点位置又はゼロ点位置と知られている）から開始し、後続の形状位置及び向きは、
当該点と相対的である。光ファイバは、通常、直径が２００ミクロンであり、長さが最大
で数メートルに及ぶ一方で、ミリメートルレベルの精度が維持される。
【０００３】
　ＦＯＲＳ（商標）ファイバを様々な医療デバイスに組み込んで、ライブ誘導医療手順を
提供することができる。一例として、光学形状感知測定結果を術前コンピュータ断層撮影
（ＣＴ）画像上に重ね合わせて、ガイドワイヤ及びカテーテルを心臓のナビゲーションに
使用することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　バルーン血管形成術は、主にプラーク又は収縮狭窄によって部分的に塞がれた血管の管
直径を増加させるために行われる放射線及び造影剤集約的手順である。バルーンカテーテ
ルが最初に、閉塞部位までナビゲートされる。ガイドワイヤを使用して、閉塞部を横断し
て、その後にバルーンカテーテルが続く。生理食塩水及び造影剤の混合物が、バルーンを
膨らませるようにバルーン内に注入され、その間、体内でバルーンが破裂しないように、
バルーン内圧が注意深くモニタリングされる。バルーンは、（数秒から数分の間）その膨
張状態に保持され、また、再開通するために、複数回、再度膨張させられる。
【０００５】
　治療後、バルーンは収縮させられ、体内から取り除かれる。ガイドワイヤ及びカテーテ
ルを正しい位置にナビゲートするために、また、膨張、加圧、除圧及び収縮時にバルーン
をモニタリングするためにも蛍光透視法が使用される。蛍光透視法を使用してバルーンの
表面形状を見て、潜在的に尖っている及び頑丈な石灰化部及び閉塞部上にバルーンが適切
に膨張していることが確認される。蛍光透視法は、バルーンの破裂を検出する。更に、バ
ルーンカテーテルは、弁形成術、エンドグラフトを定位置にシールするための当該エンド
グラフトのバルーニング、血管への局所薬剤送達のためのバルーン展開、血管を開いたま
まにするためのステント配置（正常又は薬剤溶出）等を含む血管手術にも使用される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本原理によれば、センサデバイスが、管を含むフレキシブル機器を含む。複数の形状又
はひずみ感知光ファイバが、管内で、フレキシブル機器に組み込まれ、フレキシブル機器
の長さに亘って延在する。当該複数の光ファイバは、フレキシブル機器の再構成可能部分
の状態を検出するために、当該複数の光ファイバ間の距離の変化を感知するように、互い
に対する移動を測定する。
【０００７】
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　別のセンサデバイスが、少なくとも１つの管を含むフレキシブル機器を含む。複数の形
状又はひずみ感知光ファイバが、少なくとも１つの管内で、フレキシブル機器に組み込ま
れ、フレキシブル機器の長さに亘って延在する。当該複数の光ファイバは、フレキシブル
機器の再構成可能部分の状態を検出するために、当該複数の光ファイバ間の距離の変化を
感知するように、互いに対する移動を測定する。当該複数の光ファイバは、フレキシブル
機器の全長に亘って延在して当該全長に沿って形状又はひずみの変化を測定する主ファイ
バと、フレキシブル機器の全長に亘って延在して、フレキシブル機器の再構成可能部分を
測定するための形状又はひずみ感知を提供する少なくとも１つの補助光ファイバ１６、１
８とを含む。
【０００８】
　フレキシブル機器の再構成可能部分における屈曲を感知する方法が、少なくとも１つの
管内で、フレキシブル機器内に複数の形状又はひずみ感知光ファイバを構成するステップ
と、フレキシブル機器の再構成可能部分の状態を検出するために、複数の光ファイバ間の
距離の変化を感知するように複数の光ファイバの互いに対する移動を測定するステップと
を含み、当該複数の光ファイバは、フレキシブル機器の長さに亘って延在する。
【０００９】
　本開示のこれらの並びに他の目的、特徴及び利点は、本開示の例示的な実施形態の以下
の詳細な説明から明らかとなり、当該詳細な説明は、添付図面と併せて読まれるべきであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本開示は、次の図面を参照して、以下の好適な実施形態の説明を詳細に提示する。
【００１１】
【図１】図１は、一実施形態に従って、光ファイバがバルーンカテーテルに組み込まれた
スリー光ファイバ形状感知システムを示す斜視図である。
【図２】図２は、一実施形態に従って、バルーンの一部に沿って通された主ファイバ及び
補助ファイバを有し、第２の開始点位置を有するスリー光ファイバ形状感知システムを示
す斜視図である。
【図３】図３は、一実施形態に従って、バルーンの一部に沿って通されたファイバブラッ
グ格子付き主ファイバ及び補助ファイバを有し、第２の開始点位置を有するスリー光ファ
イバ形状感知システムを示す斜視図である。
【図４】図４は、一実施形態に従って、解剖学的画像上のオーバーレイとして表示される
バルーンカテーテル内の形状感知システムを示す画像である。
【図５】図５は、例示的な実施形態に従って、形状又はひずみ感知データを使用してデバ
イスを表示する方法を示すフロー図である。
【図６】図６は、例示的な実施形態に従って、１つ以上のデバイスをモニタリングするた
めに、複数の形状感知ファイバを組み込み及び使用するシステムを示すブロック図である
。
【図７】図７は、例示的な実施形態に従って、１つ以上のデバイスをモニタリングするた
めに、複数の形状感知ファイバを組み込み及び使用する方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本原理によれば、複数の光学センサ（例えば光ファイバ）が、バルーンの表面、他の柔
らかい表面又は薄膜を再構成するために組み込まれる。バルーンカテーテルは、当該デバ
イスの一例であるが、本原理は、例えばステント、エンドグラフト、バルブ、クリップ、
プロテーゼ等といった任意の他のデバイスに適用することができる。一実施形態では、す
べてのセンサが、デバイスの外側から（例えば固定された開始点位置から）デバイスの先
端までのそれらの全長を再構成する。別の実施形態では、単一のファイバが、デバイスの
全長を再構成する一方で、他のファイバが、バルーン又は他のフレキシブル機器を対象と
するファイバの一部のみを再構成する。ファイバは、バルーン又は他のフレキシブル機器
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の近位にある領域内で共に位置合わせされている。
【００１３】
　バルーンカテーテル及び他の治療デバイス（例えばステント、エンドグラフト、クリッ
プ等）は、多くの血管内手術に一般的に使用されている。これらのデバイスは、蛍光透視
誘導下で定位置にナビゲートされ、展開される。光学形状感知（ＯＳＳ）又はＦｉｂｅｒ
－Ｏｐｔｉｃ　ＲｅａｌＳｈａｐｅ（商標）（ＦＯＲＳ（商標））をこれらのデバイスに
組み込み、蛍光透視を必要とすることなく、デバイス全体（バルーン、グラフト等を含む
）に沿った３Ｄ形状情報を提供することができる。これは、患者及び操作室スタッフによ
る放射線への被ばくを低減することができ、また、デバイスについて、２Ｄ蛍光透視撮像
を介したものよりもより陰影のある３Ｄ情報を提供することができる。機械的検討事項に
よっては、単一の光学形状感知ファイバで３Ｄデバイスを感知することが難しい場合があ
る。複数のセンサをデバイスに組み込み、共に使用して、デバイスの３Ｄ表面を推定する
ことができる。複数の全体形状感知ファイバを使用することは、デバイスに大部分に沿っ
てかなりの冗長情報を含む。本原理は、補助ファイバを単純化することができる、又は、
主ファイバと賢く組み合わせることができる機構を提供する。これは、測定システムの複
雑さを低減する（したがって、費用も削減する）。
【００１４】
　当然ながら、本原理は、医療機器に関して説明されるが、本発明の教示内容は、はるか
に広義であり、任意の光ファイバ機器に適用可能である。幾つかの実施形態では、本原理
は、複雑な生物系又は機械系の追跡又は分析に使用される。具体的には、本原理は、生物
系の内部追跡手順、及び、心臓血管系、肺、胃腸管、排泄器等といった身体のあらゆる領
域における手順に適用可能である。図面に示される要素は、ハードウェア及びソフトウェ
アの様々な組み合わせで実現されてよく、単一の要素又は複数の要素にまとめられる機能
を提供する。本原理は、配管系統応用、自動車応用等といった機械系において使用されて
よい。
【００１５】
　図面に示される様々な要素の機能は、専用ハードウェアだけでなく、適切なソフトウェ
アに関連付けられてソフトウェアを実行可能であるハードウェアを使用することによって
提供可能である。当該機能は、プロセッサによって提供される場合、単一の専用プロセッ
サによって、単一の共有プロセッサによって、又は、複数の個別のプロセッサによって提
供可能であり、個別のプロセッサのうちの幾つかは共有されてよい。更に、「プロセッサ
」又は「コントローラ」との用語の明示的な使用は、ソフトウェアを実行可能なハードウ
ェアを排他的に指すと解釈されるべきではなく、デジタル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）
ハードウェア、ソフトウェアを記憶する読み出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムア
クセスメモリ（「ＲＡＭ」）、不揮発性記憶装置等を暗に含むが、これらに限定されない
。
【００１６】
　更に、本発明の原理、態様及び実施形態だけでなく、これらの具体例を列挙する本明細
書におけるすべての記述は、これらの構造上の等価物及び機能上の等価物の両方を包含す
ることを意図している。更に、このような等価物は、現在知られている等価物だけでなく
、将来開発される等価物（例えば構造に関係なく、同じ機能を行うように開発される任意
の要素）の両方も含むことを意図している。したがって、例えば当業者であれば理解され
るように、本明細書に提示されるブロック図は、本発明の原理を具現化する例示的なシス
テムコンポーネント及び／又は回路の概念図を提示する。同様に、当然ながら、任意のフ
ローチャート、フロー図等は、コンピュータ可読記憶媒体内に実質的に表現される様々な
処理を表し、コンピュータ又はプロセッサによって、当該コンピュータ又はプロセッサが
明示的に示されているか否かに関わらず、実行される。
【００１７】
　更に、本発明の実施形態は、例えばコンピュータ若しくは任意の命令実行システムによ
る又は当該コンピュータ若しくはシステムに関連して使用されるプログラムコードを提供
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するコンピュータ使用可能又はコンピュータ可読記憶媒体からアクセス可能であるコンピ
ュータプログラムプロダクトの形を取ることができる。本説明のために、コンピュータ使
用可能又はコンピュータ可読記憶媒体は、命令実行システム、装置若しくはデバイスによ
る又は当該システム、装置若しくはデバイスに関連して使用されるプログラムを、含む、
記憶する、通信する、伝搬する又は運搬する任意の装置であってよい。媒体は、電子媒体
、磁気媒体、光学媒体、電磁媒体、赤外線媒体若しくは半導体システム（若しくは装置若
しくはデバイス）又は伝搬媒体であってよい。コンピュータ可読媒体の例には、半導体若
しくは固体メモリ、磁気テープ、取り外し可能なコンピュータディスケット、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、剛性磁気ディスク及び光学デ
ィスクが含まれる。光学ディスクの現在の例には、コンパクトディスク－読み出し専用メ
モリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスク－読み出し／書き込み（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、ブ
ルーレイ（登録商標）及びＤＶＤが含まれる。
【００１８】
　明細書における本原理の「一実施形態（one embodiment又はan embodiment）」だけで
なくその他の変形例への参照は、実施形態に関連して説明される特定の特徴、構造、特性
等が、本原理の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、明細
書全体を通して様々な場所における「一実施形態において」との表現だけでなく任意の他
の変形例の出現は、必ずしもすべて同じ実施形態を指しているわけではない。
【００１９】
　当然ながら、次の「／」、「及び／又は」及び「少なくとも１つの」、例えば「Ａ／Ｂ
」、「Ａ及び／又はＢ」及び「Ａ及びＢの少なくとも１つ」のうちの何れか１つの使用は
、第１のオプションだけの選択（Ａ）、第２のオプションだけの選択（Ｂ）、又は、両方
のオプションの選択（Ａ及びＢ）を包含することを意図している。更なる例として、「Ａ
、Ｂ及び／又はＣ」及び「Ａ、Ｂ及びＣの少なくとも１つ」の場合、このような表現は、
第１のオプションだけの選択（Ａ）、第２のオプションだけの選択（Ｂ）、第３のオプシ
ョンだけの選択（Ｃ）、第１及び第２のオプションだけの選択（Ａ及びＢ）、第１及び第
３のオプションだけの選択（Ａ及びＣ）、第２及び第３のオプションだけの選択（Ｂ及び
Ｃ）、又は、すべてのオプションの選択（Ａ、Ｂ及びＣ）を包含することを意図している
。これは、当技術分野及び関連の技術分野における当業者には容易に理解されるように、
列挙されるアイテムの数だけ拡大適用される。
【００２０】
　更に、当然ながら、要素、領域又は材料といった要素が、別の要素の「上（on又はover
）」にあると言及される場合、当該要素は、当該他の要素の上に直接あっても、介在要素
が存在していてもよい。対照的に、要素が、別の要素の「上に直接ある」と言及される場
合、介在要素は存在しない。当然ながら、要素が、他の要素に「接続」又は「結合」され
ると言及される場合、当該要素は、当該他の要素に直接的に接続又は結合されていても、
介在要素が存在していてもよい。対照的に、要素が、別の要素に「直接的に接続される」
又は「直接的に結合される」場合、介在要素は存在しない。
【００２１】
　次に、図面を参照する。図面中、同じ参照符号が同じ又は同様の要素を示す。最初に、
図１を参照するに、バルーンカテーテル１０は、その上に複数の光学形状感知ファイバ１
４、１６、１８が配置されているバルーン又はバルーン部２４を含む。複数の形状感知フ
ァイバ１４、１６、１８は、（バルーン２４を含む）デバイス１０に組み込まれる。デバ
イス１０に組み込まれるとは、デバイス１０内の管を通されること、及び／又は、デバイ
ス１０内に製造されたものとして永久的に固定されることを含む。一実施形態では、Ｎ個
（Ｎは、１よりも大きい）の形状感知ファイバ１４、１６、１８のデバイス１０への組み
込みは、デバイス１０及びバルーン２４の材料内（例えば管内）にファイバを通すことを
含む。ファイバ１４、１６、１８は、バルーン２４の膨張を可能とするために、部分２６
にたるみを入れる必要がある。又は、たるみは、デバイス１０のカテーテル部２０の管２
２内でファイバ１４、１６、１８が緩んでいる近位端部から展開されてもよい。
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【００２２】
　１つの構成では、デバイス１０に、Ｎ＞１個のファイバ１４、１６、１８が組み込まれ
る。デバイス１０の近位部において、各ファイバは、それぞれの開始点位置、即ち、開始
点１２ａ、１２ｂ、１２ｃ（０、０、０とも呼ぶ）に戻る。これらの開始点１２ａ～１２
ｃはすべて、室内の同じ固定具又は位置に物理的に置かれていてよい。様々なファイバ１
４、１６、１８の開始点位置１２ａ～１２ｃ間の関係は、（例えば機械的位置合わせ、形
状対形状の位置合わせ等を含む当技術分野において知られている技術を介して）位置合わ
せされている。カテーテル２０のシャフト内で、各ファイバは、それぞれの管を有しても
、ファイバは、共通管２２を使用してもよい。バルーン２４内で、ファイバ１４、１６、
１８は、それぞれの管若しくは経路内で又は共通の管若しくは経路内で、それぞれ表面全
体に分布する。管又は経路は、好適にはバルーン２４の壁内に設けられる。
【００２３】
　開始点位置１２ａ～１２ｃから先端（部分２６）までの各ファイバ１４、１６、１８の
全長は、ＦＯＲＳ（商標）を使用して再構成されるので、形状は既知である。結果として
、カテーテル２０のシャフトに沿って冗長情報がある。この冗長性は、ファイバ位置を利
用することによって、又は、形状確実性の測定基準（捩じりに関するノイズ、捩じり量、
屈曲の量等）に基づく加重平均を取ることによって、精度を向上させるために使用するこ
とができる。
【００２４】
　別の実施形態では、ファイバの組み込みには、１つの主形状感知ファイバ１４と、Ｎ個
の支持ファイバ（Ｎは１以上）が含まれる。これは、形状感知測定における大量の冗長性
を排除するのに役立つ。カテーテル２０の長さは、例えば１～２ｍである一方で、バルー
ンの長さは、約１ｃｍ乃至約４ｃｍである。単一主ファイバアプローチでは、単一の形状
感知ファイバ１４を使用して、カテーテル２０の全長が感知される。この単一の形状感知
ファイバ１４は、室内の固定位置にある開始点１２ａを有する。例えばファイバ１６、１
８であるＮ個の補助ファイバは、カテーテル本体２０の全長に及ぶが、バルーン部２４し
かアクティブに形状感知しない。ファイバ１４、１６、１８の座標系を共に位置合わせす
る必要がある。
【００２５】
　図２を参照するに、単一主ファイバアプローチについて、バルーン部２４の直前のカテ
ーテルシャフト内に、副開始点領域３２の一例が使用されている。副開始点領域３２は、
光学測定において当該領域が正確に特定可能であるように、その光反射において十分な独
自性を提供する。例えば副開始点領域３２におけるファイバ遷移特徴又は幾何学的特徴が
、正確な特定位置を提供することができる。副開始点領域３２は更に、当該領域内のＮ＋
１個のファイバ（１４、１６、１８）間の既知の関係も提供する。これは、機械的に既知
の関係であっても、製造工程中又は使用直前に較正された関係であってもよい。副開始点
領域３２の位置が分かっていることにより、補助ファイバからの追加又は冗長データをフ
ィルタリングするか、又は、測定から単に除外することができる。
【００２６】
　一実施形態では、画像ベースの位置合わせ用の放射線不透過性又は同様のマーカが使用
される。これは、デバイスがカテーテル本体に機械的に結合していないデバイスデザイン
（例えばエンドグラフト）に特に適切である。このような場合、（エンドグラフトに組み
込まれている）支持ファイバと、（展開デバイスシャフトに組み込まれている）主ファイ
バとの位置合わせを、デバイス展開前の介入又は手術の間に行うことができる。一実施形
態では、開始点領域３２は、画像内で認識可能である特定の形態を含んでよい。この特定
の形状には、例えば直線セクション又は湾曲セクションである２Ｄ又は３Ｄ特徴が含まれ
ていてよい。特定の形態は、開始点領域３２以外の領域に配置されてもよい。
【００２７】
　バルーン２４だけを感知するＮ個の補助ファイバを使用することによって、当該ファイ
バは、主ファイバとは異なるやり方で測定されてよい。これらの補助ファイバは、それら
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のデザインを単純化することができる多くの技術仕様がある。例えば補助ファイバは、長
さが大幅に短くてもよく、場合によっては、より低い（又はより高い）分解能測定を提供
する。追加の技術的実施態様は、補助ファイバが、コア又は主測定ファイバの外側である
測定周波数範囲内に入り込むことが可能であることを含んでよい。この場合、すべてのフ
ァイバを、光の複数の周波数／波長を使用して同じインタロゲータ（光源）を用いて測定
することができる。
【００２８】
　図３を参照するに、別の実施形態において、全体形状感知ファイバを使用するのではな
く、単一コアファイバブラッグ（Bragg）格子（ＦＢＧ）ベースのひずみセンサ４０が使
用される。単一のＦＢＧは、そのままでは形状情報を与えないが、ＦＢＧ４０からの情報
は、バルーン又は他のデバイスの機械的特性の知識と組み合わされて、バルーン表面に沿
った変形の近似が提供される。
【００２９】
　光ファイバブラッグ格子（ＦＢＧ）は、特定の光の波長を反射し、すべての他の波長を
透過させる光ファイバの短いセグメントである。これは、ファイバコア内に屈折率の周期
的変化を追加することによって達成され、これにより、波長固有の誘電体反射鏡が生成さ
れる。したがって、ファイバブラッグ格子を、幾つかの波長を遮断するインライン光学フ
ィルタか又は波長固有リフレクタとして使用することができる。
【００３０】
　ファイバブラッグ格子の動作原理は、屈折率が変化する各界面におけるフレネル（Fres
nel）反射である。幾つかの波長について、様々な周期の反射光の位相が一致するので、
反射について、建設的干渉が存在し、したがって、透過については、相殺的干渉が存在す
る。ブラッグ波長は、ひずみだけでなく、温度にも敏感である。これは、ブラッグ格子が
光ファイバセンサにおける感知要素として使用可能であることを意味する。ＦＢＧセンサ
において、ひずみは、ブラッグ波長にずれをもたらす。
【００３１】
　この技術の１つの利点は、様々なセンサ要素４０をファイバの長さに亘って分布するこ
とができる点である。ファイバの長さに沿って、様々な位置において、複数のＦＢＧセン
サを置くことができる。有用な実施態様では、ＦＢＧ４０は、センサに沿った複数の位置
に連続的に置かれる（ＦＢＧ４０は連結されている）。他の実施態様では、ＦＢＧ４０は
、複数の離散位置に置かれる（精度が下がる）。各ＦＢＧ４０のひずみ測定結果から、当
該位置における構造の屈曲を推測することができる。複数の測定位置から全体の３次元形
態を決定することができる。
【００３２】
　ＦＢＧ４０は、主ファイバ１４によって使用される波長範囲の外側にずらされている支
持ファイバにも使用することができる。支持ファイバ１６、１８において低分解能測定を
使用することによって、システムによって測定される全波長範囲は少量だけしか増加しな
い。
【００３３】
　更にＦＢＧ４０の使用の組み合わせが使用されてもよい。例えばエンドグラフトといっ
たより複雑なデバイスにおいて、ハイブリッドアプローチ（例えばＦＢＧあり及びなしの
ファイバ）を使用することが有利である。ハイブリッドアプローチは、ＦＢＧ４０からの
フィードバックを使用して、変形を近似し、波長をシフトしてより少ないデータ（より低
い波長範囲）を可能にすることを含んでよい。ハイブリッドアプローチは更に、所望の精
度レベルを達成するために、複雑さと、冗長性と、費用とのバランスを取るために使用さ
れてもよい。
【００３４】
　他の実施形態では、複数のファイバの機能を、時間及び／又は空間において信号を多重
化することによって、単一の物理的なファイバを用いてシミュレートすることができる。
一実施形態では、バルーンセクションを既に横切っているファイバは、バルーンセクショ
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ンから引き抜かれ、Ｎ個の管のうちの別の管に切り替えられ、別の管内でバルーンの中を
再挿入されて、バルーンの違う側面の形状をたどる。この処理は何回か繰り返されて、１
つ以上の他の利用可能な管を介して形状データが取得される。このアプローチは、ファイ
バが横断する管を切り替えるための挿入／格納機構を使用しても、手動で行われてもよい
。例えば形状感知データを使用して、システムディスプレイ上の視覚的オーバーレイを介
して、必要な挿入／格納の程度が伝えられてよい。施術者とタスク負担を共有するように
、処理のコンピュータ化を伴う挿入／格納機構による機械的作動を実施することができる
。
【００３５】
　図４を参照するに、本原理に従って、ユーザは、血管５４の解剖学的モデル又は画像５
０上に重ね合わされたデバイス２４の３Ｄ表現を見ることができる。形状データ５２の表
現は、デバイス展開、材料特性等に関する先験情報から及び／又は術中撮像から、ユーザ
によって提供される追加情報と共に、センサ測定結果から構成することができる。
【００３６】
　図５を参照するに、フロー図が、１つの例示的な実施形態に従って、センサ測定結果か
ら形状データの視覚表現の構成を示す。ステップ６０において、主ファイバが、その全長
に沿って、デバイスの形状又はひずみを測定する。ステップ６２において、追加又は補助
ファイバが、副開始点を使用して、主ファイバと位置合わせされる。これらの補助ファイ
バは、デバイスの全長よりも短い長さに亘って形状データを捕捉し、デバイスの一部に沿
った特定の領域又は向きにおいて使用されてよい。ステップ６４において、主ファイバ及
び補助ファイバを使用して、デバイス又はデバイスの特定の領域の測定（ひずみ又は形状
）が行われる。一実施形態では、補助ファイバは、バルーン部を対象とする一方で、主フ
ァイバは、バルーン部を有するカテーテルデバイス全体を対象とする。
【００３７】
　ステップ６６において、形状／ひずみ測定結果は、既知のデバイス（例えばバルーン）
特性と統合されるか、又は、当該特性によって修正される。これらの特性は、ステップ７
０から入力され、バルーンの寸法又は特徴に関する情報を含んでよい。例えば膨張／収縮
の様々な段階におけるバルーン形状及び寸法を有するルックアップテーブルを使用しても
よい。他の情報には、バルーン材料の機械的特性、ユーザ入力、術中撮像（Ｘ線、超音波
、ＭＲＩ等）からのデータが含まれる。
【００３８】
　ステップ６８において、バルーン、その位置及び膨張／収縮の状態をユーザに表示する
ことができる。表示は、表示デバイスを含んでよく、また、術前又は術中画像に関する形
状／ひずみデータのオーバーレイを含んでよい。表示は、必要に応じて更新されてよい。
表示は、ＦＯＲＳ（商標）対応デバイス又は２つ以上の形状感知若しくはひずみ感知ファ
イバが組み込まれた各デバイス内の個々のファイバのうちの１つ又は各々から検出された
データを示す。
【００３９】
　当然ながら、説明される実施形態は、デバイスの表面を感知するために複数のファイバ
を使用することを含み、レイリー散乱（増強及び正常）だけでなく他の種類の散乱、形状
感知ファイバのファイバブラッグ格子実施態様等にも当てはまる。実施形態は、デバイス
の手動及びロボットによる展開に当てはまる。本原理は、バルーンのコンテキストにおい
て説明されているが、例えばエンドグラフト、バルブ等といった他のデバイスに適用可能
である。
【００４０】
　図６を参照するに、一実施形態に従って、１つ以上のデバイスをモニタリングするため
に複数の形状感知ファイバを組み込み、使用するシステム１００が例示的に示される。シ
ステム１００は、手順がそこから監視及び／又は管理されるワークステーション又はコン
ソール１１２を含む。ワークステーション１１２は、好適には、１つ以上のプロセッサ１
１４と、プログラム及びアプリケーションを記憶するメモリ１１６とを含む。メモリ１１
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６は、１つ以上の形状又はひずみ感知光ファイバ１０４からの光フィードバック信号を解
釈する光学感知モジュール又はインタプリタ１１５を記憶してよい。光学感知モジュール
１１５は、光信号フィードバック（及び任意の他のフィードバック）を使用して、医療デ
バイス若しくは機器１０２及び／又はその周囲領域に関連付けられる変形、偏向及び他の
変化を再構成する。医療デバイス１０２は、カテーテル、ガイドワイヤ、プローブ、内視
鏡、ロボット、電極、フィルタデバイス、バルーンデバイス又は他の医療コンポーネント
等を含んでよい。
【００４１】
　デバイス１０２上のファイバ１０４は、ファイバ１０４用の光学インタロゲータ又はデ
ータ取得ボックス１２２を介して、１つ以上のセットパターンでデバイス１０２に結合さ
れる１つ以上の光ファイバを含む。光学インタロゲータ１２２は、ファイバ１０４へ及び
ファイバ１０４からの光学信号を含むあらゆる種類の信号を生成し、デジタル化する。光
学インタロゲータ１２２は、ワークステーション１１２に接続されている。ワークステー
ションは、光学感知モジュール１１５を使用して、デジタル化された信号を処理する。開
始点位置１０８は、光ファイバ１０４に沿って置かれ、基準位置を提供する。
【００４２】
　ファイバ１０４は、光ファイバブラッグ格子センサ、レイリー散乱又はこれらの組み合
わせを使用してよい。幾つかの実施形態では、レイリー、ラマン、ブリルアン又は蛍光散
乱が使用されてよい。標準の単一モード通信ファイバにおけるレイリー散乱が使用されて
よい。レイリー散乱は、ファイバコア内の屈折率の不規則変動の結果生じる。この不規則
変動は、格子の長さに沿って振幅及び位相の不規則変動を有するブラッグ格子としてモデ
ル化することができる。マルチコアファイバの長さにおけるこの作用を利用することによ
って、関心の表面の３Ｄ形状及び動態をたどることができる。
【００４３】
　一実施形態では、ワークステーション１１２は、ファイバ１０４からフィードバックを
受信し、ボリューム１３１内のどこに１つ以上のファイバ１０４があるかに関する形状又
はひずみデータを記録する画像生成モジュール１４８を含む。空間又はボリューム１３１
内の１つ以上のファイバ１０４の画像１３４を、表示デバイス１１８上に表示することが
できる。１つ以上の画像１３４は、撮像システム１１０を使用して捕捉される。撮像シス
テム１１０は、超音波システム、Ｘ線システム、ＭＲＩシステム、ＣＴシステム等を含ん
でよい。
【００４４】
　ワークステーション１１２は、被験体（患者）又はボリューム１３１の内部画像を見る
ためのディスプレイ１１８を含み、ファイバ１０４及びデバイス１０２のオーバーレイ又
は他のレンダリングとして、画像１３４を含んでよい。ディスプレイ１１８は更に、ユー
ザがワークステーション１１２並びにそのコンポーネント及び機能、又は、システム１０
０内の任意の他の要素とインタラクトすることを可能にしてもよい。これは、キーボード
、マウス、ジョイスティック、触覚デバイス、又は、ワークステーション１１２からのユ
ーザフィードバック及びワークステーション１１２とのインタラクションを可能にする任
意の他の周辺機器若しくは制御機器を含んでもよいインターフェース１２０によって更に
容易にされる。
【００４５】
　ファイバ１０４は、デバイス１０２のバルーン又は他の部分１０５の表面を再構成する
ために、デバイス１０２に組み込まれる複数のセンサ（ファイバ）を含んでよい。一実施
形態では、すべてのセンサ１０４が、デバイス１０２の先端１０９までのデバイス１０２
の全長（固定開始点位置１０８から、又は、共通の座標系１３８に対して）を再構成する
。代替実施形態では、主ファイバ１０４が、デバイス１０２の全長を再構成する一方で、
他のファイバが、バルーン又は他の部分１０５を対象とするファイバの一部のみを再構成
する。ファイバは、バルーン又は他の部分１０５の近位にある領域、例えばバルーン又は
他の部分１０５における又はその付近の第２の開始点位置１１１（オプション）において
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、共通の座標系１３８に対して共に位置合わせされる。
【００４６】
　図７を参照するに、フレキシブル機器の再構成可能部分における屈曲を感知する方法が
例示的に示される。ステップ２０２において、複数の形状又はひずみ感知光ファイバが、
少なくとも１つの管内でフレキシブル機器内に構成される又は組み込まれる。複数の光フ
ァイバは、フレキシブル機器の長さに沿って延在する。一実施形態では、複数のファイバ
は同じ管内に供給される。別の実施形態では、別々の管が各ファイバについて設けられる
。ファイバの構成は、最初は、ファイバ間の既知の相対的な開始位置を確実とするように
行われる（例えば展開前又は展開中に機器のサイズ又は構成を設定する）。ファイバは、
製造業者によって、デバイス内に組み込まれても、ユーザによって、必要に応じて再構成
されて組み込まれてもよい。
【００４７】
　一実施形態では、複数の光ファイバは、フレキシブル機器の全長を測定する主ファイバ
と、フレキシブル機器の再構成可能部分を測定する少なくとも１つの補助光ファイバとを
含む。当該少なくとも１つの補助光ファイバは、複数の補助光ファイバを含み、フレキシ
ブル機器の再構成可能部分において又はその付近に、当該複数の補助光ファイバ用の第２
の開始点位置を有する。第２の開始点位置は、画像内の第２の開始点位置の位置を決定す
るための形状を含んでよい。ステップ２０４において、第２の開始点位置は、使用される
場合、画像内で見つけられて、当該複数の補助光ファイバの冗長的なひずみ／形状データ
が取り除かれる。ステップ２０６において、当該少なくとも１つの補助光ファイバは、少
なくとも１つのＦＢＧを含んでよい。
【００４８】
　ステップ２０８において、当該複数の光ファイバのそれぞれの座標系が位置合わせされ
てよい。これは、異なる開始点位置を有するファイバについて特に有用である。位置合わ
せは既知の技術を使用して行われてよい。
【００４９】
　幾つかの実施形態では、ステップ２０２、２０４、２０６及び２０８が、機器の製造中
に製造業者によって行われることが想定され、また、それが好適である。しかし、ステッ
プ２０２、２０４、２０６及び２０８のこれらの活動の一部又はすべてが、ユーザによっ
て行われてもよい。
【００５０】
　ステップ２１０において、複数の光ファイバについて、互いに対する移動が測定され、
複数の光ファイバ間の距離の変化が感知され、フレキシブル機器の再構成可能部分の状態
が検出される。フレキシブル機器は、バルーンカテーテルを含み、再構成可能部分は、バ
ルーン又はバルーン部を含んでよい。ステップ２１２において、移動測定には、バルーン
の膨張又は収縮、ステント若しくはエンドグラフトの拡大／縮小等の測定が含まれる。他
のデバイスタイプが使用されてもよい。ステップ２１４において、画像内の第２の開始点
位置の位置を決定するための形状を含む当該第２の開始点位置が使用されてよい。第２の
開始点位置は、画像内で見つけられて、複数の補助光ファイバの冗長的なひずみ／形状デ
ータが取り除かれる。
【００５１】
　ステップ２１６において、フレキシブル機器の再構成可能部分が、複数の光ファイバか
らのひずみ又は形状データを使用して表示されてよい。この手順は、応用に従って、続け
られるか又は完了する。
【００５２】
　添付の請求項を解釈する際に、次の通りに理解されるべきである。
　ａ）「含む」との用語は、所与の請求項に列挙される要素又は行為以外の要素又は行為
の存在を排除しない。
　ｂ）要素に先行する「ａ」又は「ａｎ」との用語は、当該要素が複数存在することを排
除しない。
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　ｃ）請求項における任意の参照符号は、その範囲を限定しない。
　ｄ）幾つかの「手段」は、同じアイテム、ハードウェア若しくはソフトウェアによって
実現される構造体又は機能によって表される。
　ｅ）特に明記されない限り、行為の特定の順番を必要とすることを意図していない。
【００５３】
　（例示的であって限定を意図していない）治療デバイスへのマルチセンサ統合のための
好適な実施形態が説明されたが、上記教示内容に鑑みて、当業者によって修正及び変更が
なされうることに留意されたい。したがって、開示された開示内容の特定の実施形態に変
更を行ってもよく、これらの変更は、添付の請求項によって概説される本明細書に開示さ
れる実施形態の範囲内であることは理解されるべきである。したがって、特許法によって
義務付けられているように、詳細及び特殊性を説明することによって、特許証によって請
求され、保護を望むものは、添付の請求項に記載される。

【図１】 【図２】
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