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明 細 苫

カテーテル

技術分野

０００1 本発明は医療用途に使用されるヵテーテルに関し、さらに詳しくは末梢血管成形、

冠状動脈成形及び弁膜成形等を実施する際の経皮的血管形成術 (P :P e c a

eo s a s a o as C : e c a eo s a s a

Co o a o as )において使用されるヵテーテルに関するものである。

背景技術

０００2 従来から、経皮的血管形成術は、血管内腔の狭窄部または閉塞部などを拡張治療

することによって冠動脈または末梢血管などの血流を回復または改苦する方法として

広く用いられている。

０００3 バルーンヵテーテルを用いたP C の一般的な術例を、以下に説明する。まず、

ガイディングヵテーテルを大腿動脈、上腕動脈、または樺骨動脈等の穿刺部位から

挿通し、大動脈を経由させて冠状動脈の入口にその先端を配置する。次に、ガイドワ

イヤルーメンに挿通したガイドワイヤを冠状動脈の狭窄部位を越えて前進させ、この

ガイドワイヤに沿ってバルーンヵテーテルを挿入して、バルーンを狭窄部に配置させ
る。次いで、インデフレータ等のデバイスを用いてインフレーションルーメンを経由し

て圧力流体を前記バルーンに供給し、前記バルーンを膨張させることで当該狭窄部

を拡張治療する。当該狭窄部を拡張治療した後は、バルーンを減圧収縮させて体外

へ抜去することでP C を終了する。

０００4 狭窄度が非常に高い病変や慢性完全閉塞病変等に対しては、狭窄部位を越えて

ガイドワイヤを前進させることができず、その結果、治療が行えない場合がある。この

よぅな場合にはマイクロヵテーテル、または穿通ヵテーテルが使用され、これらのヵテ

ーテルによって、狭窄部位を越えてガイドワイヤを前進させることが可能になる。

０００5 また、P C に際して、狭窄部位への治療物質の局所投与が必要となる場合があ

る。血栓溶解剤を局所投与して血栓を溶解させる治療等が一例として挙げられる。こ

のよぅな場合には、治療物質を局所投与することが可能な注入ヵテーテルが使用さ



れる。

０００6 医療用拡張ヵテーテルを使用した治療対象のうちでも、特に冠動脈血管における

，慢 性完全閉塞 ( C O )病変、分岐角度のきつい難病変、分岐部入り口の病変等は特

殊であり、拡張前に行うガイドワイヤを病変部へ通過させる操作は困難を極める。

０００7 上述したような特殊な病変に対しては、ガイドワイヤを挿入させるために、ヵテーテ

ルの先端を能動的に屈曲させる工夫が必要になる。

０００8 特許文献 (実開平2 号公報 ) には、ヵテーテル挿入部先端に湾曲管部

を有し、湾曲管部は、ヵテーテル先端から手元にまで伸びる操作ワイヤによって駆動

するヵテーテルが開示されている。しかし、屈曲の激しい抹消血管に前記ヵテーテル

を挿入した場合には、ヵテーテルが変形し、操作ワイヤの摩擦抵抗が大きくなる。こ

のため、手元で操作しても、湾曲管部が思うように操作できない場合がある。

０００9 そのため、操作ワイヤ以外の方法でヵテーテルの先端を能動的に駆動させる方法

が各種検討されている。

００1０ また、特許文献2 (特開平 ０5 号公報 ) には、圧力流体によって駆動部を屈曲

させる医療用チューブが開示されている。医療用チューブに加圧流体を住人する際

のバルーンの部分的な伸長差を利用して、駆動部の屈曲を実現する。つまり、部分

的に医療用チューブの長軸方向への力を発生させ、その力を利用してチューブを駆

動させる技術が開示されている。しかし、バルーンは医療用チューブの長軸方向にも

短軸方向にも拡張するため、効率的に医療用チューブの長軸方向への力を発生さ

せることができない。さらに、駆動部を屈曲させればさせるほど、駆動部の外径が大き

くなる。

００1 1 特許文献3 (特許第29935 ０6 号公報 ) には、坤，性変形可能な非円形の筒体と筒体

よりも坤，性変形しにくい部材とからなり、筒体と部材とが軸方向に沿って並設されて一

体化し、筒体の内部の圧力を調節することにより、部材を内側にして屈曲するアクチ

ュエータが開示されている。しかし、開示されている技術は筒体の形状にボイントがあ

り、筒状の形状に制限がなされている。したがって、医療用途として、例えばヵテーテ

ルの一部分として使用する場合には、血管損傷を生じたり、外径の制限等のために

様々な不自由を生じる。



００12 特許文献4 ( 53 7 73 ０34 号公報 ) には、圧力流体によって駆動可能な円筒状

のカテーテルであって、カテーテル長軸方向への力を利用しながら、駆動部内部に

配置されたチューブの開口部を屈曲操作できる技術が開示されている。更に具体的

には、特許文献4 に記載のカテーテルは、伸縮可能なチューブと当該チューブの拡

張を抑制する拡張抑制部材とを備えており、チューブは拡張抑制部材に対して均一

に配置されている。つまり、上記拡張抑制部材は、チューブの外表面上に当該チュ
ーブを覆うように配置されている。そして、上記2つの部材のみではカテーテルの屈

曲方向を確実に規定することができないので、特許文献4 に記載のカテーテルは、屈

曲方向を規定するためのコード状部材を備えている。

００13 しかし、引用文献4 に記載のカテーテルは、駆動部内部に配置されたチューブのカ

テーテルに対する位置関係が明確でなく、チューブが駆動部の屈曲を妨告するため

、効率的に駆動できない場合がある。さらには、圧力流体によって拡張するチューブ

のカテーテル短軸方向への拡張を抑制するための部材が設置されているが、当該

部材は長軸方向に伸縮しやすいように最適化されておらず、バルーンの拡張力をカ

テーテルの長軸方向へ効率的に変換することができない。そのため、駆動部の屈曲

保持力も 、さい。

発明の開示

００14 本発明は、前記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、屈曲した

血管内で、カテーテルが変形した場合でも駆動操作が可能であり、且つ駆動部が容

易に屈曲し、その駆動部の屈曲形状の保持力に優れたカテーテルを提供することに

ある。

００15 ( ) 本発明のカテーテルは、バルーンと前記バルーンのカテーテル短軸方向への

膨張を拘束する拘束部材とを有する流体駆動型アクチュエータを備え、前記流体駆

動型アクチュエータのカテーテル短軸断面では、前記バルーンと比較してカテーテ

ル長軸方向に伸縮しないチューブが、前記拘束部材の一側に偏心して設けられて

いることを特徴としている。

００16 上記構成によれば、前記カテーテルは、屈曲の激しい抹消血管内で、カテーテル

が変形した場合でも圧力流体の流路が確保されるため、駆動部の駆動操作が可能



である。さらには、前記チューブが、前記拘束部材に対して偏心して設けられている (

例えば、拘束部材の一側に偏心して存在するにとにより、カテーテル長軸方向への

小さな伸長によって前記チューブが容易に屈曲可能となる。さらには、カテーテル短

軸断面において、中立面が前記拘束部材の一側に近接して位置するため、屈曲に

貢献しない部分のバルーンにおける面積を 、さくすることが可能となる (例えば、図

5参照 ) なお、カテーテルを屈曲させた場合に、カテーテル短軸断面の中間にある位

置でひずみが零となる素線があるが、当該素線を含む水平平面を木明細苦における

中立面と定義する (新機械工学シリーズ 材料力学 朝倉菩店 第 69頁参照

)。つまり、カテーテルを屈曲させる場合には、駆動部の外側には引張方向、駆動部

の内側には圧縮方向にひずみが発生するが、カテーテル短軸断面において、それ

らのひずみが零となる素線が存在する。そして、当該素線を含む水平平面を中立面

と定義する。さらに、カテーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一側

に近接して位置することにより、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に貢

献する部分のバルーンにおける面積を大きく確保することが可能となる。このため、

低い流体圧力で効率的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を高め

ることで駆動部の優れた保持力が発揮される。なお、木明細菩において「カテーテル

長軸方向」とは、カテーテルが伸長する方向を意図し、「カテーテル短軸方向」とは、

カテーテル長軸方向に対して垂直な方向を意図する。また、木明細菩において「カ

テーテル短軸断面」とは、カテーテル長軸方向に対して垂直な断面を意図する。また

、前記拘束部材によって前記バルーンのカテーテル短軸方向への膨張を抑制するこ

とができ、その結果、バルーンの伸縮方向をカテーテル長軸方向に効率よく変換す

ることが可能となる。また、上記構成によれば、少ない部材によって、駆動部の屈曲

方向を規定することができる。

００17 (2)本発明のカテーテルでは、前記拘束部材は、コイルであることが好ましい。

００18 上記構成によれば、拘束部材の製造が容易となる。

００19 (3) 本発明のカテーテルでは、前記バルーンと前記チューブとは、少なくともその一

部が前記コイル内に設けられていることが好ましい。

００2０ 上記構成によれば、バルーンがコイル内 (換言すれば、コイルの円筒内) に存在す



ることによって、バルーンが膨張した際に、当該バルーンのヵテーテル短軸方向への

膨張を容易に妨げることができる。そして、ヵテーテル短軸方向への膨張が妨げられ

たバルーンは、ヵテーテル長軸方向へ膨張しようとする。これによって、より効率的に

、バルーンをヵテーテル長軸方向へ伸縮させることができる。

００2 1 (4)本発明のヵテーテルは、前記バルーンと比較してヵテーテル長軸方向に伸縮

しない中間部材をさらに有し、前記流体駆動型アクチュエータのヵテーテル短軸断

面では、前記中間部材は、前記チューブの偏心する側に設けられていることが好まし

００22 上記構成によれば、中立面が前記拘束部材の一側にさらに近接して位置し、屈曲

に貢献しない部分のバルーンにおける面積をより 、さくすることが可能となる (例えば

、図 5参照 )。また、ヵテーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一側

に近接して位置することにより、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に貢

献する部分のバルーンにおける面積をより大きく確保することが可能となる。このため

、低い流体圧力で効率的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を高

めることで駆動部の優れた屈曲形状の保持力が発揮される。

００23 (5)本発明のヵテーテルでは、前記流体駆動型アクチュエータのヵテーテル短軸

断面では、前記中間部材が、前記拘束部材に接する位置に設けられていることが好

ましい。なお、拘束部材に接する位置は特に限定されないが、例えば、拘束部材が

円筒形状の場合には、当該円筒の内部表面に接する位置などを挙げることができる

００24 上記構成によれば、中立面が前記拘束部材の一側にさらに近接して位置し、屈曲

に貢献しない部分のバルーンにおける面積をより 、さくすることが可能となる (例えば

、図 5参照 )。さらに、ヵテーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一

側に近接して位置することにより、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に

貢献する部分のバルーンにおける面積をより大きく確保することが可能となる。このた

め、低い流体圧力で効率的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を

高めることで駆動部の優れた屈曲形状の保持力が発揮される。さらに、製造を容易

にすることが可能となる。



００25 (6)本発明のヵテーテルでは、前記流体駆動型アクチュエータのヵテーテル短軸

断面では、前記中間部材が、前記拘束部材と前記チューブとの間の位置に設けられ

ていることが好ましい。

００26 上記構成によれば、中立面が前記拘束部材の一側にさらに近接して位置し、屈曲

に貢献しない部分のバルーンの面積をより 、さくすることが可能となる (図 5)。さらに

、ヵテーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一側に近接して位置す

ることにより、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に貢献する部分のバ

ルーンにおける面積をより大きく確保することが可能となる。このため、低い流体圧力

で効率的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を高めることで駆動

部の優れた屈曲形状の保持力が発揮される。さらに、ヵテーテルの製造を容易にす

ることが可能となる。

００27 (7)本発明のヵテーテルでは、前記流体駆動型アクチュエータの前記ヵテーテル

短軸断面では、前記中間部材が、前記チューブに接する位置に設けられていること

が好ましい。

００28 上記構成によれば、中立面が前記拘束部材の一側にさらに近接して位置し、屈曲

に貢献しない部分のバルーンにおける面積をより 、さくすることが可能となる (例えば

、図 5参照 )。さらに、ヵテーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一

側に近接して位置することにより、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に

貢献する部分のバルーンにおける面積をより大きく確保することが可能となる。このた

め、低い流体圧力で効率的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を

高めることで駆動部の優れた屈曲形状の保持力が発揮される。さらに、ヵテーテルの

製造を容易にすることが可能となる。

００29 (8) 本発明のヵテーテルでは、前記中間部材が複数設けられており、前記流体駆

動型アクチュエータのヵテーテル短軸断面では、前記中間部材の少なくとも つが、

下記 (イ) 、(口) または (ハ) の位置に設けられていることが好ましい。つまり、

(イ)前記拘束部材に接する位置、

(口)前記拘束部材と前記チューブとの間の位置、

(ハ)前記チューブに接する位置。



００3０ 上記構成によれば、バルーンがカテーテル長軸方向へ伸長する際に、前記拘束部

材の一側が、カテーテル長軸方向へより伸長しにくくなる。

００3 1 (9) 本発明のカテーテルでは、前記チューブが、補強屑を備えていることが好まし

００32 上記構成によれば、駆動部が屈曲する際の、チューブの耐キンク，性を向上させるこ

とが可能となる。

００33 本発明の上記各特徴、およびその他の特徴およびそれらの利点は、以下の実施形

態および図面によって明らかにされる。

図面の簡単な説明

００34 図 本発明の一実施形態におけるオーバー・ザ・ワイヤ型 (o w型 )カテーテルの

全体を示す模式図である。

図2 本発明の一実施形態における高速交換型 ( X型 )カテーテルの全体を示す模

式図である。

図3 本発明の一実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向への

断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断面

図である。

図4 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向へ

の断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断

面図である。

図5 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向へ

の断面形状、およびc 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断

面図である。

図6 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向へ

の断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断

面図である。

図7 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向へ

の断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断

面図である。



図8 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向へ

の断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断

面図である。

図9 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向へ

の断面形状、およびG 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断

面図である。

図 ０本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向

への断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す

断面図である。

図 1 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向

への断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断

面図である。

図12 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向

への断面形状、および r 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す断

面図である。

図13 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向

への断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す

断面図である。

図14 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向

への断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示す

断面図である。

図15 本発明の実施形態のカテーテルにおける駆動部の中立面の位置を示す断面

図である。

図16 本発明の別の実施形態のカテーテルにおける駆動部のカテーテル長軸方向

への断面形状、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示

す断面図である。

図17 本発明の一実施形態のカテーテルにおける駆動部22の屈曲した状態を示す

模式図である。



符号の刮 明

拘束部材

2 バルーン

3 チューブ

4 アウターシャフト

5 中間部材

5 中間部材

5C 中間部材

5 (a) 中間部材

5 (b) 中間部材

5 (a) 中間部材

5 (b) 中間部材

5 (a) 中間部材

5 (b) 中間部材

5 (c) 中間部材

5G (a) 中間部材

5G (b) 中間部材

5 (a) 中間部材

5 (b) 中間部材

5 (a) 中間部材

5 (b) 中間部材

5J 中間部材

5 中間部材

5 中間部材

6 補強屑

7 中立面

8 屈曲に貢献する部分

g 屈曲に貢献しない部分



g 屈曲に貢献しない部分

2 カテーテル

22 駆動部 (流体駆動型アクチュエータ)

。
23 ハフ

24 後端側開口部

25 圧力流体入口部

26 先端側開口部

27 圧力流体ルーメン

発明を実施するための最良の形態

００36 次に本発明の実施形態を、図面を参照しつつ説明する。以下、マイクロカテーテル

を例示するが、本発明はこれに限られるものではない。本発明のカテーテルには、バ

ルーンやステント等を有する血管治療カテーテル、又は、医療用デバイスを挿入する

ためのガイドワイヤの導入用のカテーテル (穿通カテーテルを含む) 、ガイディングカ

テーテルら、当業者に周知のあらゆるカテーテルが含まれる。

００37 ・カテーテルの構造

図 は、本発明の実施形態におけるカテーテルのうち、オーバー・ザ・ワイヤ型 (O

W型 ) のカテーテルの全体図である。図2は、本発明の実施形態におけるカテーテル

のうち、高速交換型 ( X型 ) のカテーテルの全体図である。図3は、本発明の一つの

実施形態におけるカテーテルの駆動部についてのカテーテル長軸方向への断面形

状を示す模式図、および 面におけるカテーテル短軸方向への断面形状を示

す模式図である。

００38 カテーテル2 は、駆動部22 (流体駆動型アクチュエータ) 、アウターシャフト4、ハ

ブ23を備えている。

００39 駆動部22を含かカテーテル2 は、駆動部22をその先端側に配置していることが

好ましく、拘束部材 、バルーン2、およびチューブ3を備えている。チューブ3は拘束

部材 の内側に配置され、且つ、拘束部材 の一側に偏心して備えられている。バル

ーン2は、拘束部材 の内側で且つ、チューブ3の外側に備えられている。このとき、

バルーン2は一例として、図3の 断面に示すようにチューブ3を囲むように配置



されてもよいが、図 4の 断面に示すように、チューブ3の外側にヵテーテル長

軸方向に対して並行に配置されてもよい。さらに、バルーン2は、拘束部材 より全長

が短いことが好ましい。さらに、図 に示すようなオーバー・ザ・ワイヤ (O W)型カテ

ーテル構造では、通常チューブ3は、先端側開口部26からヵテーテルの後端に配置

された後端側開口部24まで速通している。一方、図2に示すような高速交換 ( X)型

ヵテーテル構造では、通常チューブ3は、先端側開口部26からアウターシャフト4の

途中に備えられた後端側開口部24まで速通している。

００4０ 先端側開口部26は、拘束部材 よりも先端側に配置されていてもよく、拘束部材 と

同列に揃えられるように配置されてもよい。さらに、アウターシャフト4は、チューブ3の

外面を囲むように、且つ、アウターシャフト4は、駆動部22から圧力流体入口部 に

速通するように備えられ得る。圧力流体ルーメン27は、チューブ3の外側とアウター

シャフト4の内側との間に備えられ得る。必要に応じて、圧力流体用チューブを迫加

的に備えることも可能である。

００4 1 このことにより、屈曲の激しい抹消血管内で、ヵテーテル2 が変形した場合でも、

前記ヵテーテル2 は、圧力流体の流路が確保されるため、駆動操作が可能である。

さらには、チューブ3が拘束部材 の一側に偏心して存在することにより、ヵテーテル

長軸方向へのバルーン2の小さな伸長によってチューブ3が屈曲するため、駆動部2

2が容易に屈曲可能となる。さらには、ヵテーテル短軸断面において、中立面7が拘

束部材 の一側に近接して位置することにより、屈曲に貢献しない部分g g のバ

ルーンにおける面積を小さくすることが可能となる (例えば、図 5参照 )。さらに、ヵテ

ーテル短軸断面において、中立面7が拘束部材 の一側に近接して位置することに

より、拘束部材 の一側と反対側に存在する、屈曲に貢献する部分8のバルーンにお

ける面積を大きく確保することが可能となる。したがって、駆動部が容易に屈曲可能と

なり、さらに駆動部の屈曲形状の優れた保持力を実現することができる。

００42 さらに、必要に応じてヵテーテル2 の先端側開口部26にX線不透過マ一力一を備

えることが好ましい。さらに、拘束部材 の外表面に段差がある場合には、拘束部材

の外表面に滝肉の樹脂や、コーティングを施すことが好ましい。さらに、拘束部材 の

両端に封止材を設けてもよく、さらには、駆動部22の先端に弁機能を設けてもよい。



００43 さらに図4に示すように、上記の構造に加え、中間部材 5 を備えることが好ましい。

中間部材 5 は拘束部材 の全長にわたって配置されることが好ましく、さらに図7に

示すように、複数配置されることが好ましい。

００44 このことにより、中立面7が拘束部材 の一側にさらに近接して位置し、屈曲に貢献

しない部分g g のバルーン2における面積をより小さくすることが可能となる (例え

ば、図 5参照 )。さらに、カテーテル短軸断面において、中立面7が拘束部材 の一

側に近接して位置することにより、拘束部材 の一側と反対側に存在する、屈曲に貢

献する部分8のバルーン2の面積をより大きく確保することが可能となる。したがって、

駆動部22が容易に屈曲可能となり、さらに駆動部22の屈曲形状の優れた保持力が

発揮される。

００45 (2・拘束部材

拘束部材 としては、各種構造のものが使用可能である。例えば、編細構造、切り

火きの人った円筒管構造等が好ましいが、特に製造が容易であるためコイル形状で

あることがより好ましい。

００46 拘束部材 は、バルーン2の短軸方向への膨張を拘束するものであればよく、特に

限定されない。材質としては、S S3０4、ナイチノール等の金属、白金等のX線不透

過性を有する金属や、ボリイミドのような硬度が高い樹脂が挙げられる。特に、S S3

０4は、安価で、かつ適度な剛性があるので好ま 、。さらに、白金等のX線不透過，性

を有する金属は、X線造影下において視覚化が容易であるため、好ま 、。

００47 拘束部材 がコイル形状の場合、コイルの素線の形状は特に限定されないが、丸

線であれば、カテーテル長軸方向への伸長が容易であるため、好ましい。

００48 コイルの線径 (素線の径 ) は、カテーテル短軸方向へのバルーン2の膨張を拘束で

きる素線強度であればよく、特に限定されない。一例を示すと、S S3０4製の丸線の

場合、2 / ～ ０/ の線径であれば、バルーン2のカテーテル短軸方向への膨

張を拘束し、かつ柔軟性を有し、コイルの外径の拡張も抑制できるため、好ましい。
。

００49 コイルのピッチを、コイルの素線と素線との間の隙間の距離と定義する。コイルのヒ

ッチは、特に限定されないが、ピッチがⅡ椿いほうが、バルーン2がコイルの素線と素

線との間からはみ出すことが少なく、かつ、バルーン2が効率的にカテーテル長軸方



向に伸長するため好ましい。さらには、コイルのピッチを0 (密巻き) に近づけるほ

ど、コイルの外表面の段差が少なくなり、血管内或いはガイドカテーテル内へのカテ

ーテルの挿入を容易にするため好ましい。また、ピッチはコイルの全長にわたって一

００5０ 拘束部材 の外表面には、血管内或いはガイドカテーテル内へのカテーテルの挿

入を容易にするために親水性のコーティングを施すことが好ましい。すなわち、拘束

部材 の血液と接触する部位の少なくとも一部に、血液と接触した際に潤滑性を呈す

る親水性のコーティングを施すことが好ましい。但し、親水性のコーティングを施す部

位、施す長さについてはカテーテルの使用目的に応じて決定できる。

００5 1 親水性のコーティングの種類は本発明の効果を制限するものではなく、例えば、ボ

リ(2 ヒドロキシェチルメタアクリレート) 、ボリアクリルアミド、ボリビニルピロリドン等の

親水性ボリマーを好適に使用できる。また、コーティング方法も特に限定されない。さ

らに、拘束部材 の外表面には、血管内或いはガイドカテーテル内へのカテーテル

の挿入を容易にするために、薄肉チューブを被服することも可能である。但し、薄肉

チューブを被服する部位、被服する長さについてはカテーテルの使用目的に応じて

決定できる。薄肉チューブの種類は本発明の効果を制限するものではなく、ウレタン

、シリコン、スチレン一イソブチレン一スチレン共重合体 (以下、S Sと表記する。)等

のボリマーがより好ましく使用できる。さらに、薄肉チューブの成形方法も限定されな

い。さらには、蛇腹形状、切り込み形状等の薄肉チューブ形状も用いることが可能で

あって、当該形状の更に具体的な形状も特に限定されない。

００5 2 拘束部材 は、バルーン2のカテーテル短軸方向への膨張を拘束することを目的と

して配置されるが、バルーン2が拘束部材 の両端からはみ出すことがある。このため

、拘束部材 の先端を封止することがより好ましい。封止する方法は特に限定されな

いが、一例としては、図 6に示すよぅに拘束部材 の端部を縮径するとともに、チュー

ブ3に拘束部材 の端部を密若させることにより、バルーン2のカテーテル長軸方向

への伸長による拘束部材 からのはみ出しを抑制することも可能である。別の一例で

ほ、拘束部材 の拙部をウレ久ノ接着剤、ポリイミドフィルム、シリコン、S S等の樹脂

で封止することも可能である。



００5 3 3・バルーン

図3～図 4に示すように、バルーン2は、チューブ3の先端側にあって、チューブ3

の外面よりも外側に配置される。バルーンの形状は特に限定されないが、チューブル

状であるほうが、バルーン2としての製造が容易であるため好ましい。図3～図 3に

示すような構造の場合、バルーン2の先端部は、チューブ3の外面に固定され、後端

部は、チューブ3の外面またはアウターシャフト4に固定される。固定の方法は特に限

定されないが、圧着、接着、溶着等による固定が好ましい。固定の際、バルーン2とチ

ューブ3とのクリアランスが大きく、製造が難しい場合には、バルーン2の両端部は縮

形されていてもよい。図 4に示すような構造の場合、バルーン2の両端の封止の方

法は特に限定されないが、バルーン2のチューブ3への圧着、バルーン2のチューブ

3への接着、ウレタン、シリコン、ボリアミドエラストマ一、S S樹脂等による封止等が

可能である。

００54 バルーン2の材質は特に限定されず、カテーテルの用途に応じて任意に選択する

ことが可能である。例えば、ボリウレタン、シリコン、S S、ボリアミドエラストマ一 釘脂

等を用いることが好ましい。一例として、マイクロカテーテルの場合を挙げると、屈曲

の激しい末梢血管内での使用を可能とするために、カテーテルの駆動部22は、小さ

な曲率で、且つ、大きな角度で屈曲しなければならない。さらに、チューブ3の内腔に

剛性のあるガイドワイヤが通過する可能性があるため、ガイドワイヤの剛性に負けな

いような駆動部22の屈曲保持力が必要とされる。そのため、バルーン2としては、カテ

ーテル長軸方向に十分に伸長し、且つ耐圧強度が高いものが求められる。そのため

、ウレタン、ボリアミドエラストマ一等の柔軟で上つ、耐圧強度が高い材質が好ましい

００5 5 バルーン2の肉厚は特に限定されず、カテーテルの用途に応じて任意に選択する

ことが可能である。一例として、マイクロカテーテルとして用いるとともに、バルーンの

材質としてウレタンを選択した場合には、バルーン2が柔軟で上つ、耐圧強度の商い

特性を実現できる程度の肉厚であることが好ましい。具体的なバルーン2の膜厚とし

ては、2０ ～3００は が好ましい。さらに、カテーテル2 の外径の拡張を抑制す

る場合には「、2０ ～5０は であることがより好ましい。



００56 バルーン2の寸法は特に限定されず、ヵテーテルの用途に応じて任意に選択する

ことが可能である。一例として、マイクロカテーテルとして用いる場合、血管内で自由

に操作するためにはバルーン2の外径寸法としては、0・2 ～3 が好ま 、。ま

た、ヵテーテル長軸方向へのバルーン長さは、0・5 ～０ O が好ま 、。

００5 7 バルーン2の製造方法は特に限定されない。内庁調節により膨張・収縮可能なバル

ーンの製造方法としてはディッピング成形、ブロー成形、蒸着等があり、使用用途に

応じて適当な方法を選択することができる。さらなる屈曲形状の保持力が必要である

場合は、バルーン2の十分な耐圧強度を得るためにブロー成形することが好ま 、。

ブロー成形によるバルーンの製造方法の一例を以下に示す。まず、押出成形等によ

り任意の寸法のチューブ状パリソンを成形する。このチューブ状パリソンを当該バル

ーン形状に一致する型を有する金型的に配置し、二軸延仲工程により軸方向と径方

向に延仲することにより、前記金型と同一形状のバルーンを成形する。尚、二軸延仲

工程は加熱条件下で行われてもよレ七、複数回行われてもよい。また、軸方向の延

仲は、径方向の延仲と同時、若しくはその前後に行われてもよい。さらに、バルーン

の形状や寸法を安定させるために、アニーリング処理を実施してもよい。

００58 前記チューブ状パリソンを形成する樹脂の種類は特に限定されるものではなく、例

えば、ボリオレフィン、ボリ工ステル、ボリアミド、ボリウレタンなどを用いることが好ましく

造を有する材料を用いることが更に好ましい。

００59 さらに、バルーン内部に空気が混入した場合に容易に空気を排気するために、バ

ルーンに弁機能を持たせることが好ましい。弁の構造に関しては、弁機能を有してい
る限り特に限定されず、一例として、ワンウェイバルブ等をバルーン2の先端側に取り

付けることも可能である。

００6０ (4・チューブ

チューブ3は、カテーテル2 の全長にわたって配置されてもよいが (例えば、図 に

示した様な 型 ) 、チューブ3の後端側開口部がアウターシヤフト4の途中に備え

られることも可能である (例えば、図2に示した様な X型 )。チューブ3は、単一部材

であることが製造の容易さの面で好ましいが、例えば、チューブ3により剛性の変化を



付与する必要がある場合には、カテーテル2 の途中で複数の部材を継いでチュー

ブ3を形成しても構わない。

００6 1 チューブ3内は、ガイドワイヤ、または薬液等が通過することが可能である。チュー

ブ3は単一の内径であることが製造の容易さの面で好ましいが、例えば、カテーテル

のC 病変への通過性をさらに向上させるためには、カテーテル の先端側に向け

て、チューブ3の外径を小さくすると同時に内径を 、さくすることが好ましい。

００62 チューブ3ほ、各種材質で形成可能であるが、特にその加工の容易さから樹脂製で

あることが好ま 、。好適なものとして、ボリオレフィン、ボリアミド、ボリウレタン、ボリイ

ミド、ボリエチレン、ボリテトラフルオロエチレン(P )等が挙げられる。

００63 チューブ3は、耐薬品性、抗血栓性およびガイドワイヤの摺動性が良好になる材料

、例えば、フッ素系樹脂、高密度ボリエチレン等によって形成されていることが好まし

い。また、例えば抗血栓性等の、内屑に要求される特性が付与されていない材料を

使用する場合には、コーティングを施すことにより、内屑に要求される特性をチューブ

3に付与してもよい。

００64 チューブの少なくとも一部を多層構造とすることも可能である。この場合には、チュ
ーブ3の最内屑をP 、または高密度ボリエチレン等の樹脂材料によって形成する

とともに、チューブ3の最外層をポリアミド、ボリウレタン、またはS S等の樹脂材料に

よって形成することが好ま 、。前記構成によれば、チューブ3に対して柔軟性を付

与することができる。さらには、チューブ3は、バルーン2と溶融可能な材料によって

形成されていることが好ましい。

００65 チューブ3の少なくとも一部を多層構造とする場合、チューブ3は、最内屑と最外層

との間 (例えば、中間) に補強屑6を含むことが好ましい(補強屑6を含むチューブ3を

有するカテーテルの例を、図 3に示した)。補強屑6を含むことで耐キング性を向上

することができる。

００66 補強屑6は、上記の特性を発揮するものであれば、特に限定されない。補強屑6と

して好適に用い得るものとして、金属コイル、金属編組、金属芯線、或いはそれらに

準ずるもの等が挙げられる。

００67 (5・中間部材



中間部材 5 ～5 は、バルーンに比べて相対的にカテーテル長軸方向に伸縮しな

いことが重要であるが、特に中間部材 5 ～5 はカテーテル長軸方向に伸縮しない

ものであることが好ましい。

００68 中間部材の材質としては、前記特性を発揮するものであればよく、特に限定されな

い。好適なものとして、S S3０4、ナイチノール、白金等の金属、ウレタン、シアノアク

リレート等の接着剤、ナイロン、ベクリー等の繊維性樹脂等が挙げられる。

００69 中間部材 5 ～5 の形状としては特に限定されないが、例えば、円柱状、柱状等

であることが好ましい。

００7０ カテーテル長軸方向に伸縮しない中間部材 5 が、拘束部材 に接する場合のカ

テーテルを図4に示す。中間部材 5 は、各種構造をとり得るが、特に、カテーテル長

軸方向と平行に、拘束部材 の全長にわたって接する構造は、カテーテルの駆動部

22が屈曲する際に、中間部材 5 のたるみがなくなるため、好ましい。さらに、前記構

造は、駆動部22を確実に屈曲させたい方向に屈曲できるため、好ましい。さらに、中

間部材 5 は少なくとも中間部材 5 の両端が拘束部材 の両端に固定されていれば

十分な効果を発揮するが、中間部材 5 の全長にわたって拘束部材 に対して固定

することが好ましい。中間部材 5 を拘束部材 に固定する方法としては、固定が可

能であればよく、特に限定されない。例えば、接着、溶接等が挙げられる。

００7 1 さらに、中間部材 5 は、チューブ3が偏心する側に配置されるが、特に駆動部22

を屈曲させたい側 (一側) により近く配置されることが好ましい。これによって、中立面

が前記拘束部材の一側にさらに近接して配置されることになり、その結果、屈曲に貢

献しない部分のバルーンにおける面積をより小さくすることが可能となる (例えば、図

5参照 )。さらに、カテーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一側に

近接して位置することにより、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に貢

献する部分のバルーンにおける面積をより大きく確保することが可能となる。このため

、低い流体圧力で効率的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を高

めることで駆動部の屈曲形状の優れた保持力が発揮される。さらに、カテーテルの製

造を容易にすることが可能となる。

００72 カテーテル長軸方向に伸縮しない中間部材 5 が、拘束部材 とチューブ3との間



の位置に配置される場合を図5に示す。中間部材 5 は各種構造をとり得るが、特に

、中間部材 5 は、拘束部材 の全長にわたってカテーテル長軸方向と平行に、かつ

拘束部材 とチューブ3との間の位置に配置されることが好ましい。前記構成であれ

ば、カテーテルの駆動部22が屈曲する際に、中間部材 5 のたるみがなくなる。さら

に、駆動部22を確実に屈曲させたい方向に屈曲できるため、好ましい。中間部材 5

を拘束部材 に固定する方法としては、固定が可能であればよく、特に限定されない

。例えば、接着、溶接等が挙げられる。

００73 さらに、中間部材 5 の位置はチューブ3が偏心する側に配置されるが、特に駆動

部22を屈曲させたい一側により近く配置されることが好ましい。このことにより、中立

面が前記拘束部材の一側にさらに近接して位置し、屈曲に貢献しない部分のバルー

ンにおける面積をより小さくすることが可能となる (例えば、図 5参照 )。さらに、前記

カテーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一側に近接して位置する

ことにより、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に貢献する部分のバル

ーンにおける面積をより大きく確保することが可能となる。このため、低い流体圧力で

効率的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を高めることで駆動部

の屈曲形状の優れた保持力が発揮される。さらに、カテーテルの製造を容易にする

ことが可能となる。

００74 カテーテル長軸方向に伸縮しない中間部材 5Cが、チューブ3に接する場合のカテ

ーテルを図6に示す。中間部材 5Cは、各種構造をとり得るが、特に、中間部材 5Cは

、拘束部材 の全長にわたってカテーテル長軸方向と平行に配置されていることが好

ましい。前記構成であれば、カテーテルの駆動部22が屈曲する際に、中間部材 5C

のたるみがなくなる。さらに、駆動部22を確実に屈曲させたい方向に屈曲できるため

、好ましい。さらに、中間部材 5Cは少なくとも中間部材 5Cの両端がチューブ3に固定

されていれば十分な効果を発揮するが、中間部材 5Cの全長にわたってチューブ3に

対して固定することが好ましい。中間部材 5Cをチューブ3に固定する方法としては、

固定が可能であればよく、特に限定されない。例えば、接着、溶接等が挙げられる。

００75 さらに、中間部材5Cはチューブ3が偏心する側に配置されるが、特に駆動部22を

屈曲させたい側 (一側) により近く配置されることが好ましい。これによって、中立面が



前記拘束部材の一側にさらに近接して位置し、屈曲に貢献しない部分のバルーンに

おける面積をより小さくすることが可能となる (例えば、図 5参照 )。さらに、前記ヵテ

ーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一側に近接して位置すること

により、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に貢献する部分のバルーン

における面積をより大きく確保することが可能となる。このため、低い流体圧力で効率

的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を高めることで駆動部の屈

曲形状の優れた保持力が発揮される。さらに、ヵテーテルの製造を容易にすることが

可能となる。

００76 ヵテーテル長軸方向に伸縮しない中間部材 5 (a)～5 (b)が、複数形成されてい
る場合の力テーテルを図7～図 2に示す。中間部材 5 (a)～5 (b)は、各種構造を

とり得るが、ヵテーテル長軸方向と平行に拘束部材 の全長にわたって接することが

好ましい。前記構成によれば、ヵテーテルの駆動部22が屈曲する際に、中間部材 5

(a)～5 (b)のたるみがなくなる。さらに、駆動部22を確実に屈曲させたい方向に

屈曲できるため、好ましい。さらに、中間部材 5 (a)～5 (b)は少なくとも中間部材 5

(a)～5 (b)の両端を拘束部材 の両端に固定されていれば十分な効果を発揮す

るが、中間部材 5 (a)～5 (b)の全長にわたって拘束部材 に対して固定することが

好ましい。中間部材 5 (a)～5 (b)を拘束部材 に固定する方法としては、固定が可

能であればよく、特に限定されない。例えば、接着、溶接等が挙げられる。

００77 さらに、中間部材 5 (a)～5 (b)の位置はチューブ3の偏心する側の位置に配置さ

れるが、特に駆動部22を屈曲させたい側 (一側) により近く配置されることが好ま 、

。これによって、中立面が前記拘束部材の一側にさらに近接して位置し、屈曲に貢献

しない部分のバルーンにおける面積をより小さくすることが可能となる (例えば、図 5

参照 )。さらに、ヵテーテル短軸断面において、中立面が前記拘束部材の一側に近

接して位置することにより、前記拘束部材の一側と反対側に存在する、屈曲に貢献

する部分のバルーンにおける面積をより大きく確保することが可能となる。このため、

低い流体圧力で効率的かつ容易に駆動部が屈曲可能となり、さらに流体圧力を高め

ることで駆動部の屈曲形状の優れた保持力が発揮される。さらに、ヵテーテルの製造

を容易にすることが可能となる。



００78 6・アウターシヤフト

アウターシヤフト4の材料は、バルーン2に圧力流体を供給するためのルーメンを確

保可能であればよく、特に限定されない。好適なものとして、加工性、生体への安全

性等からS S3０4等の金属、ボリイミド、ボリアミド等の高剛性樹脂材料であることが

好ましい。アウターシヤフト4は、チューブ3の外面とアウターシヤフト4の内面とによっ
て規定される圧力流体用ルーメンを有するコアキシヤル型の構造を形成しているが、

アウターシヤフト4の内側にチューブ3と並列してさらに圧力流体用チューブを配設す

るとともに、圧力流体用チューブの内面を圧力流体用ルーメンとして用いるバイアキ

シヤル型の構造を形成するように配置することも可能である。

００79 さらに、アウターシヤフト4は、単一部材であることが製造の容易さの面で好ましいが

、例えば、アウターシヤフト4によりヵテーテル2 に対して剛性の変化をつけなければ

いけない場合は、ヵテーテル2 の途中で複数の部材を継いでアウターシヤフト4を形

００8０ 7・コーティング

カテーテル2 の外面の少なくとも一部には、血管内或いはガイドカテーテル内へ

のカテーテル2 の挿入を容易にする為に、親水性のコーティングを施すことが好まし

い。但し、親水性のコーティングを施す部位、施す長さについてはカテーテルの使用

目的に応じて決定できる。親水性のコーティングの種類は本発明の効果を制限する

ものではなく、ボリ(2 ヒドロキシエチルメタアクリレート) 、ボリアクリルアミド、ボリビニ

ルピロリドン等の親水性ボリマーが好適に使用でき、コーティング方法も限定されない

００8 1 8・X線不透過マーカー)

カテーテル2 の先端側開口部付近にはX線。不透過マーカーを備えることが好まし

い。前記構成によれば、X線を用いてカテーテル2 の先端の位置を確認することが

できるので、生体内へのカテーテルの挿入など、カテーテルの操作を容易に行うこと

ができる。X線不透過マーカーの材質としては実質的にX線不透過性である限り特に

限定されず、金属または樹脂を用いることが可能である。X線不透過マーカーには、

つのマーカーのみが含まれていてもよいし、または複数のマーカーが含まれていて



もよい。X線不透過マーカーは、チューフ3に固定してもよい。これにより、X線不透過

マーカーを容易に製造てきる。また、マーカー3 3の形状は問わないか、中空のリンク

状形状てあることか好ましい。中空のリンク状形状は、X線造影下において、カテー

テル の径方向のとの方向から見ても、同一形状に見えるため，視覚化か容易てある

。また、前記構成てあれは、X線不透過マーカーを容易に製造てきる。

００82 さらには、拘束部材 かX線不透過な材科て形成させていても構わない。このことに

より、カテーテルの先端の柔軟ィヒか可能となり、さらには、X線不透過マーカーを容

易に製造てきる。

００83 g・ハフ

アウターシャフト4の後端には、ハフ23を備えることか好ましい。ハフ2 を構成する

材質としては特に限定されないか、ボリカーホネート、ボリアミト、ボリウレタン、ボリザ

ルホン、ボリアリレート、スチレン一フタシエンコポリマー、ボリオレフィン等の樹脂か好

適に使用てきる。

００84 ハフ23とアウターシャフト4との接合方怯は特に限定されす、公知の技術を応用す

ることか可能てある。例を挙けると接着剤による接着、ハフ23とアウターシャフト4とか

融若可能な材質から構成される場合は融若等の方怯か使用可能てある。また、接着

剤を使用する場合には、接着剤の組成及ひィヒ学構造、硬ィヒ形式は限定されない。

つまり、組成及ひィヒ学構造の点からは、ウレタン型、シリコン型、エポキシ型、シアノア

クリレート型等の接着剤か好適に使用され、硬ィヒ形式の点からは、2被混合型、

硬ィヒ型、吸水硬ィヒ型、加熱硬ィヒ型等の接着剤か好適に使用される。接着剤を使用

する場合には、接合部位の剛性か、咳接合部位の前後て不庫続に変ィヒしない程度

の硬化後の硬度を有する接着剤を使用することか好ましく、接合部位の材質、寸怯、

剛性等を考慮して接着剤を選択することか好ましい。また、咳接合部位の細径ィヒを

実現するためには接合部を加熱処理することか好ましく、ボリオレフィン等の難接着

性の材質の場合には、接合部位を酸素カス等てブラスマ処理して接着性を向上させ

た上て接着することか好ましい。

００85 ( ０・カテーテルの機能例

上述した各カテーテルは、カイトワイヤルーメンの長さにより大きく2つに分類される



。以下では一般的なカテーテルを例に説明する。

００86 つは、図 に示すようにチューブ3が、カテーテル2 の全長にわたって設けられ、

先端側開口部26からハブ23の後端側開口部24にわたって速通しているオーバー・

ザ・ワイヤ (O W)型である。もう つは、図2に示すようにガイドワイヤルーメンがマイ

クロカテーテルの先端側にのみ存在し、チューブ3の後端側開口部24がアウターシ

ャフト4の途中に備えられた高速交換 ( X)型である。

００87 O W型ビバルーンカテーテルの全長にわたってガイドワイヤルーメンが存在する

ため、ガイドワイヤを通過させるのが困難な病変に対して、バックアップ用としてガイド

ワイヤを通過させるためにしばしば用いられる。一方、 X型は、ガイドワイヤを病変部

に留置したままバルーンカテーテルを抜去することが容易であるため、当該用途に用

いられる場合もある。

００88 本発明の一つの実施形態におけるカテーテルの駆動部22の屈曲の様子を、図 7

に示す。

００89 駆動部22を屈曲させる操作は、次に示す手順で行われる。バルーン内部を生理食

塩水、または造影剤等の液体で満たし、ハブ23にインデフレータ、またはシリンジ等

を接続する。インデフレータ、またはシリンジ等から流体を供給し、圧力と屈曲角度の

関係、および または流最と屈曲角度の関係等からカテーテルの駆動部23の屈曲

角度を制御することが可能である。この際必要であれば、バルーン2の先端に取り付

けた弁から空気の混入を完全に除去することも可能である。ガイドワイヤ、または薬液

等をチューブ3に通過さぜ、バルーンカテーテル等で病変部を治療する。カテーテル

の駆動部22を元の形状に戻す場合には、再度、インデフレータ、またはシリンジ等か

ら加えられた圧力、および流呈などを元の状態に戻すことで可能となる。

実施例

００9０ 以下に本発明に係る具体的な実施例について詳説するが、本発明は以下の例に

限定されるものではない。さらに、駆動部の部分以外は設置しないザンプルを作製し

、それらを用いて評価した。以下、実施例としてのチューブの構造を明確にするため

に、便宜上、各要素の名称、および各要素に付された符号 (例えばチューブ 、2等)

は、それぞれ、上述の実施形態で説明した各区中の、各要素の名称、および同一の



符号で示される要素に対応するものとして説明する。

００9 1 カテーテルの製造方法

(実施例 )

コイル は、外径 ・7 、丸線、素線径 ００は 、ピッチ0 ・ 、長さ

の S製 (マルホ発條社製 ) のものを用意した。

００9 2 ボリウレタン (商品名 「 eco e G 」 e ed cs社製 ショア硬度 7 7

引張破断伸び5 5 ０ および、商品名「 ecof e G 」 e ed cs社製 シ

ョア硬度 8 7 引張破断伸び3 9 ０。のブレンド) を用いて、塩ィヒメチレンを溶媒として

5 重呈 となるように調整した溶液を作製し、ディッピング成形方法によってバルーン

2を形成した。ディッピング成形では、外径が ・5 のボリテトラフルオロエチレンを

コーティングしたマンドレルを芯材として、当該芯材を作製した溶液に浸潰し、引き続

き引き上げることによって、マンドレル上にバルーンチューブを形成し、バルーンチュ
ーブの厚さが 7０ になるようにマンドレルの浸漬と引き上げとを繰り返した。バルー

ンチューブの長さが になるようにカッタ一でカットし、バルーン2 とした。

００9 3 チューブ3 (内径０・4 3 、外径０・5 6 ) は、ボリアミド(P X5 53 3 S ０

e f a o c e 社製 ) を用いて押出成形により作製した。チューブ3 は、カッタ一により

5 ０ にカットした。

００9 4 チューブ3 の一側に、接着しろが となるように2液ウレタン接着剤を延伸して

塗布し、バルーン2 の内側にチューブ3 を挿入し、接着剤を塗布した部分をバルーン

の2 の内側に接着した。バルーン2 の手元側開口部に圧力流体用チューブを差込ん

だ。さらに、バルーン2 の両端側開口部の内側に2液ウレタン接着剤を塗布した後さ

らに熱圧着し、バルーン2 の両端を封止した。2液ウレタン接着剤は、日本ボリウレタ

ン工業のニッポラン4235 、およびコロネート4 4 ０3 を用い、ニッポラン4235 とコロネー

ト4 4 ０3 とを2 : の比で混合して接着剤とした。

００9 5 次に、コイル の内側にバルーン2を固定したチューブ3 を、チューブ3 がバルーン2

の一側に偏心している側をコイル の一側に寄せて挿入し、2液ウレタン接着剤を用

いてコイル を、バルーン2 およびチューブ3 に固定した。

００9 6 (実施例2 )



コイル 、バルーン2、およびチューブ3は、実施例 と同じものを用いた。中間部材

5 は、線径3０は の S線 ( O CO社製 )を にヵットしたものを用いた

００97 チューブ3の一側に、接着しろが となるように2液ウレタン接着剤を延伸して

塗布し、バルーン2の内側にチューブ3を挿入し、接着剤を塗布した部分をバルーン

の2の内側に接着した。バルーン2の手元側開口部に圧力流体用チューブを差込ん

だ。さらに、バルーン2の両拙側開口部の内側に2液ウレ久ノ接若剤を塗布した後さ

らに熱圧着し、バルーン2の両端を封止した。2液ウレタン接着剤は、日本ボリウレタ

ン工業のニッポラン4235、およびコロネート44０3を用い、ニッポラン4235とコロネー

ト44０3とを2 : の比で混合して接着剤とした。

００98 次に、コイル の内側にバルーン2を固定したチューブ3をチューブ3がバルーン2

の一側に偏心している側をコイル の一側に寄せて挿入し、一側に寄せたコイル と

バルーン2の間に中間部材5 を挿入し、コイル に中間部材5 を2液ウレタン接着

剤を用いて固定した。

００99 次に、コイル を、バルーン2およびチューブ3に固定した。

０1００ (比較例 )

コイル を設置しない以外は、実施例 と同様である。

０1０1 (比較例2)

コイル の内側にバルーン2を固定したチューブ3をチューブ3がバルーン2の一側

に偏心していない側をコイル の一側に寄せて挿入し、一側に寄せたコイル とバル

ーン2の間に中間部材5 を挿入し、コイル に中間部材5 を2液ウレタン接着剤を

用いて固定した。

０1０2 次に、コイル を、バルーン2およびチューブ3に固定した。

０1０3 評価

実施例 、2および比較例 、2のそれぞれの圧力流体用チューブにインデフレータ

を接続し o、 Cの温水中にて4気圧で駆動部を屈曲させた。屈曲させた状態でチュ
ーブ3内に市販のガイドワイヤ (外径０・０ 4 )を挿入した。

０1０4 実施例 、2では、駆動部の外径が一定のまま、当該駆動部が屈曲可能であり、か



つ、チューブ3内にガイドワイヤが挿入できた。

０1０5 一方、比較例 では、駆動部を屈曲させた際に、駆動部の外径が、実施例 および

2に比べて大きくなった。さらに、比較例2では、駆動部が屈曲するものの、屈曲角度

が、実施例 、2に比べて 、さかった。

０1０6 なお本発明は、以上説示した各構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲

に示した範囲で種々の変更が可能であり、典なる実施形態や実施例にそれぞれ開

示された技術的手段を適宜細み合わせて得られる実施形態や実施例についても本

発明の技術的範囲に含まれる。

産業上の禾 用可能，吐

０1０7 本発明は、耐キンクャ生が向上し、屈曲した血管内でカテーテルが変形した場合でも

駆動操作が可能であり、且つ駆動部が容易に屈曲し、その駆動部の屈曲形状の保

持力に優れたカテーテルを提供することができる。更に具体的には、本発明は、末梢

血管成形、冠状動脈成形、または弁膜成形等を実施する際の経皮的血管形成術に

おいて使用されるマイクロカテーテルや狭窄部貫通用の穿通カテーテル、局所部位

に治療物質を投与可能な注入カテーテル、ガイディングカテーテル等として利用す

ることが可能である。



請求の範囲

バルーンと前記バルーンのカテーテル短軸方向への膨張を拘束する拘束部材とを

有する流体駆動型アクチュェ一タを備え、

前記流体駆動型アクチュェ一タのカテーテル短軸断面では、前記バルーンと比較

してカテーテル長軸方向に伸縮しないチューブが、前記拘束部材の一側に偏心して

設けられていることを特徴とするカテーテル。

2 前記拘束部材は、コイルであることを特徴とする請求項 に記載のカテーテル。

3 前記バルーンと前記チューブとは、少なくともその一部が前記コイル内に設けられ

ていることを特徴とする請求項2に記載のカテーテル。

4 前記バルーンと比較してカテーテル長軸方向に伸縮しない中間部材をさらに有し、

前記流体駆動型アクチュェ一タのカテーテル短軸断面では、前記中間部材は、前

記チューブの偏心する側に設けられていることを特徴とする請求項 ～3の何れか
項に記載のカテーテル。

5 前記流体駆動型アクチュェ一タのカテーテル短軸断面では、前記中間部材が、前

記拘束部材に接する位置に設けられていることを特徴とする請求項4に記載のカテ

一ーァ。。
6 前記流体駆動型アクチュェ一タのカテーテル短軸断面では、前記中間部材が、前

記拘束部材と前記チューブとの間の位置に設けられていることを特徴とする請求項4

に記載のカテーテル。

7 前記流体駆動型アクチュェ一タの前記カテーテル短軸断面では、前記中間部材が

、前記チューブに接する位置に設けられていることを特徴とする請求項4に記載のカ

一 一ァ一ァ。。
8 前記中間部材が複数設けられており、

前記流体駆動型アクチュェ一タのカテーテル短軸断面では、前記中間部材の少な

くとも つが、下記 (イ) 、伸 ) または (ハ) の位置に設けられていることを特徴とする請

求項4に記載のカテーテル。

(イ)前記拘束部材に接する位置

伸)前記拘束部材と前記チューブとの間の位置



(ハ)前記チューブに接する位置

9 前記チューブが、補強屑を備えていることを特徴とする請求項 ～8の何れか 項

記載のカテーテル。
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i ・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・ 汀 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4 ・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
デ 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。
追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ 2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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