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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】カテーテルの先端から解放途中のステントを再
度カテーテル内に回収することができるプッシャーガイ
ドワイヤを提供する。
【解決手段】ステント１０を目的部位までデリバリーす
るためのプッシャーガイドワイヤ１は、コアシャフト１
２と、コアシャフトの先端部を被覆するコイル体１４と
、コアシャフトの先端とコイル体の先端とを接合した固
着部１６と、コイル体よりも後端側に配置され、コアシ
ャフトに固定されたプッシャー部４０と、コイル体とプ
ッシャー部との間に配置され、コアシャフトに固定され
た第二コイル体３１からなるステント保持部３０と、を
備えており、ステントとステント保持部との摩擦抵抗が
、先端側よりも後端側の方が大きいことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ステントを目的部位までデリバリーするためのプッシャーガイドワイヤにおいて、前記プ
ッシャーガイドワイヤは、
コアシャフトと、
前記コアシャフトの先端部を被覆するコイル体と、
前記コイル体よりも後端側で、前記コアシャフトに固定されたプッシャー部と、
　前記コイル体と前記プッシャー部との間で、前記コアシャフトに固定されたステント保
持部と、を備えており、
前記ステントと前記ステント保持部との摩擦抵抗は、先端側よりも後端側の方が大きいこ
とを特徴としたプッシャーガイドワイヤ。
【請求項２】
前記ステント保持部は、第二コイル体で形成されており、
前記第二コイル体のピッチ間隔は、先端側よりも後端側の方が狭いことを特徴とした請求
項１に記載のプッシャーガイドワイヤ。
【請求項３】
前記ステント保持部は、複数の膨隆部で形成されており、
前記複数の膨隆部の間隔は、先端側よりも後端側の方が狭いことを特徴とした請求項１に
記載のプッシャーガイドワイヤ。
【請求項４】
前記ステント保持部は、後端側から先端側に向かって縮径しており、
前記ステントと前記ステント保持部との隙間は、先端側よりも後端側の方が狭いことを特
徴とした請求項１乃至請求項３の何れかに記載のプッシャーガイドワイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カテーテルに格納されたステントを目的部位にデリバリーするためのプッシ
ャーガイドワイヤに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ステントは、血管や消化器官に発生した狭窄や障害を治療するときに用いられる医療器
具である。例えば、バルーンカテーテルで拡張された血管や消化器官が再び狭窄しないよ
うに、血管や消化器官の内腔を支えるためにステントを用いる場合や、腹部や脳の動脈血
管に形成された動脈瘤に塞栓コイルを閉じ込めて、動脈瘤が破裂しないようにするために
ステントを用いる場合がある。
【０００３】
ステントは、バルーンカテーテルで拡張されるバルーン拡張型ステントと、ステント自体
が自然と拡張する自己拡張型ステントと、に大きく分類される。最近は、外力を受けても
変形しにくい自己拡張型ステントが多く使われている。
【０００４】
　この自己拡張型ステントを目的部位にデリバリーする方法として、プッシャーガイドワ
イヤのステント保持部にステントを保持させた状態で、プッシャーガイドワイヤを先端方
向に押し込むことで、ステントをカテーテルの先端から目的部位に解放させる方法が知ら
れている (例えば、下記特許文献１及び特許文献２を参照)。
【０００５】
　しかし、従来のプッシャーガイドワイヤでは、ステントとステント保持部との摩擦抵抗
が、先端側でも後端側でも同じになっていた。そのため、手技者がステントをカテーテル
の先端から目的部位に解放させ始めた際に、ステントのデリバリー位置が目的部位からず
れていることに気付いて、プッシャーガイドワイヤを後端方向に引っ張ったとしても、ス
テントとステント保持部との摩擦抵抗が小さいために、ステントを再度カテーテル内に回



(3) JP 2016-73553 A 2016.5.12

10

20

30

40

50

収することができない（言い換えると、やり直しができない）という問題があった。その
ため、手技者は、ステントをカテーテルの先端から目的部位にデリバリーする際に、慎重
に操作を行う必要があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４４９８７０９号
【特許文献２】特表２０１３－５２１０２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、ステントとステント保持部と
の摩擦抵抗を先端側よりも後端側を大きくしておくことで、カテーテルの先端から解放途
中のステントを再度カテーテル内に回収することができるプッシャーガイドワイヤを提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題は、以下に列挙される手段により解決される。
【０００９】
本発明の態様１は、ステントを目的部位までデリバリーするためのプッシャーガイドワイ
ヤにおいて、前記プッシャーガイドワイヤは、コアシャフトと、前記コアシャフトの先端
部を被覆するコイル体と、前記コイル体よりも後端側で、前記コアシャフトに固定された
プッシャー部と、前記コイル体と前記プッシャー部との間で、前記コアシャフトに固定さ
れたステント保持部と、を備えており、前記ステントと前記ステント保持部との摩擦抵抗
は、先端側よりも後端側の方が大きいことを特徴としたプッシャーガイドワイヤ。
【００１０】
本発明の態様２は、前記ステント保持部は、第二コイル体で形成されており、前記第二コ
イル体のピッチ間隔は、先端側よりも後端側の方が狭いことを特徴とした態様１に記載の
プッシャーガイドワイヤ。
【００１１】
本発明の態様３は、前記ステント保持部は、複数の膨隆部で形成されており、前記複数の
膨隆部の間隔は、先端側よりも後端側の方が狭いことを特徴とした態様１に記載のプッシ
ャーガイドワイヤ。
【００１２】
本発明の態様４は、前記ステント保持部は、後端側から先端側に向かって縮径しており、
前記ステントと前記ステント保持部との隙間は、先端側よりも後端側の方が狭いことを特
徴とした態様１乃至態様３の何れかに記載のプッシャーガイドワイヤ。
【発明の効果】
【００１３】
本発明の態様１のプッシャーガイドワイヤでは、ステントとステント保持部との摩擦抵抗
が先端側よりも後端側の方が大きくなっている。ステントとステント保持部との摩擦抵抗
が先端側で小さいために、ステントをカテーテルの先端から目的部位に解放させる際に、
ステントがステント保持部に引っ掛かる恐れを低減することができ、かつ、ステントとス
テント保持部との摩擦抵抗が後端側で大きいために、ステントのデリバリー位置が目的部
位からずれていることに気付いて、プッシャーガイドワイヤを後端方向に引っ張ったとき
、解放途中のステントをカテーテル内に回収することができる（言い換えると、やり直し
することができる）。また、ステントとステント保持部との摩擦抵抗が先端側で小さいこ
とで、ステントをカテーテル内に回収した際に、ステントがステント保持部と接触してス
テントが変形する恐れを低減できるため、手技者は、ステントのデリバリー位置が目的部
位に合致するまで繰り返しステントをカテーテル内に回収することができる。
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【００１４】
本発明の態様２のプッシャーガイドワイヤでは、ステント保持部が第二コイル体で形成さ
れており、第二コイル体のピッチ間隔が先端側よりも後端側の方が狭くなっている。先端
側のピッチ間隔を疎にすることで、ステントと第二コイル体との摩擦抵抗を小さくするこ
とができ、かつ、後端側のピッチ間隔を密にすることで、ステントと第二コイル体との摩
擦抵抗を大きくすることができる。このように、態様２のプッシャーガイドワイヤでは、
第二コイル体のピッチ間隔を変更するという簡単な構成により、解放途中のステントをカ
テーテル内に回収することができる（言い換えると、やり直しすることができる）。
【００１５】
本発明の態様３のプッシャーガイドワイヤでは、ステント保持部が複数の膨隆部で形成さ
れており、複数の膨隆部の間隔が先端側よりも後端側の方が狭くなっている。先端側の膨
隆部の間隔を広くすることで、ステントと複数の膨隆部との摩擦抵抗を小さくすることが
でき、かつ、後端側の膨隆部の間隔を狭くすることで、ステントと複数の膨隆部との摩擦
抵抗を大きくすることができる。このように、態様３のプッシャーガイドワイヤでは、複
数の膨隆部の間隔を変更するという簡単な構成により、解放途中のステントをカテーテル
内に回収することができる（言い換えると、やり直しすることができる）。
【００１６】
本発明の態様４のプッシャーガイドワイヤでは、ステント保持部が後端側から先端側に向
かって縮径して、ステントとステント保持部との隙間は、先端側よりも後端側の方が狭く
なっている。そのため、ステントをカテーテルの先端から目的部位に解放させる際に、ス
テントがステント保持部に引っ掛かる恐れを更に低減することができる。また、ステント
をカテーテル内に回収した際に、ステントがステント保持部と接触してステントが変形す
る恐れも更に低減できるため、手技者は、ステントのデリバリー位置が目的部位に合致す
るまで繰り返しステントをカテーテル内に回収することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本実施の形態のプッシャーガイドワイヤの全体を示した図である。図１
（Ａ）は、ステントがカテーテルに格納された状態を示した図である。図１（Ｂ）は、プ
ッシャーガイドワイヤを先端方向に押し込んで、ステントをカテーテルの先端から解放す
る途中の状態を示した図である。図１（Ｃ）は、プッシャーガイドワイヤを後端方向に引
っ張って、解放途中のステントをカテーテル内に回収する状態を示した図である。
【図２】図２は、第二の実施の形態のプッシャーガイドワイヤの全体を示した図である。
図２（Ａ）～図２（Ｃ）は、それぞれ図１（Ａ）～図１（Ｃ）に対応する。
【図３】図３は、第三の実施の形態のプッシャーガイドワイヤの全体を示した図である。
図３（Ａ）～図３（Ｃ）は、それぞれ図１（Ａ）～図１（Ｃ）に対応する。
【図４】図４は、第四の実施の形態のプッシャーガイドワイヤの全体を示した図である。
図４（Ａ）～図４（Ｃ）は、それぞれ図１（Ａ）～図１（Ｃ）に対応する。
【図５】図５（Ａ）～図５（Ｃ）は、図４（Ａ）～図４（Ｃ）の第一変形例である。
【図６】図６（Ａ）～図６（Ｃ）は、図４（Ａ）～図４（Ｃ）の第二変形例である。
【図７】図７は、第五の実施の形態のプッシャーガイドワイヤの全体を示した図である。
図７（Ａ）～図７（Ｃ）は、それぞれ図１（Ａ）～図１（Ｃ）に対応する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
まず、図１（Ａ）～図１（Ｃ）を参照しつつ、本実施の形態のプッシャーガイドワイヤ１
を説明する。図１（Ａ）～図１（Ｃ）において、左側が体内に挿入される先端側（遠位側
）、右側が医師等の手技者によって操作される後端側（近位側、基端側）である。
【００１９】
図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示すように、ステント１０を目的部位までデリバリーするため
のプッシャーガイドワイヤ１は、コアシャフト１２と、コアシャフト１２の先端部を被覆
するコイル体１４と、コアシャフト１２の先端と先端コイル体１４の先端とを接合した固
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着部１６と、コイル体１４よりも後端側（図面の右側）に配置され、コアシャフト１２に
固定されたプッシャー部４０と、コイル体１４とプッシャー部４０との間に配置され、コ
アシャフト１２に固定された第二コイル体３１からなるステント保持部３０と、を備えて
いる。
【００２０】
　コイル体１４の後端は、コアシャフト１２に固着部１７で接合されている。また、第二
コイル体３１の先端は、コアシャフト１２に固着部１８で接合され、第二コイル体３１の
後端は、コアシャフト１２に固着部１９で接合されている。
【００２１】
カテーテル２は、プッシャーガイドワイヤ１を挿入可能な筒状体２０を有している。ステ
ント１０をステント保持部３０の外周に保持したプッシャーガイドワイヤ１は、カテーテ
ル２の後端口２２から挿入され、コアシャフト１２を先端方向（矢印５０の方向）に押し
込むことで、ステント１０をカテーテル２の先端口２４から目的部位に解放することがで
きる。なお、カテーテル２は、公知のものを用いることができるため、説明は省略する。
【００２２】
次に、図１（Ａ）～図１（Ｃ）を参照しながら、カテーテル２に格納されたステント１０
をプッシャーガイドワイヤ１で目的部位にデリバリーする方法を説明する。
【００２３】
手技者は、カテーテル２の先端口２４が目的部位に合致するようにカテーテル２を挿入す
る。カテーテル２が動かないように固定した状態で、プッシャーガイドワイヤ１をカテー
テル２の後端口２２から挿入し、コアシャフト１２を先端方向（矢印５０の方向）に押し
込んでステント１０をカテーテル２の先端口２４の近くに格納させる（図１（Ａ）を参照
）。再度、カテーテル２の先端口２４が目的部位に合致しているかを確認した後に、コア
シャフト１２を先端方向（矢印５０の方向）に更に押し込んでステント１０をカテーテル
２の先端口２４から目的部位に解放する（図１（Ｂ）を参照）。
【００２４】
しかし、目的部位が湾曲した末梢血管にあるためにカテーテル２の先端部が湾曲している
場合、コアシャフト１２を先端方向（矢印５０の方向）に強く押し込んだ際に、カテーテ
ル２の先端口２４が先端方向（矢印５０の方向）に動いてしまい、ステント１０の解放位
置が目的部位から外れてしまう場合がある。また、ステント１０をカテーテル２の先端口
２４から解放している途中に、ステント１０の解放位置が目的部位から外れていることに
気付く場合がある。また、ステント１０は、カテーテル２の先端口２４から解放される際
に、径方向に拡張すると同時に軸方向に短くなる。そのため、血管や消化器官の内腔が想
定よりも大きいとき、ステント１０の解放位置が目的部位から外れてしまう場合がある。
このような場合、解放途中のステント１０をカテーテル２内に回収して、再度、やり直し
する必要がある。
【００２５】
本実施の形態のプッシャーガイドワイヤ１では、図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示すように、
ステント保持部３０が、第二コイル体３１で形成されており、第二コイル体３１のピッチ
間隔を先端側よりも後端側の方が狭くなっている。これにより、ステント１０とステント
保持部３０との摩擦抵抗は、先端側よりも後端側の方が大きくなっている。ステント１０
とステント保持部３０との摩擦抵抗が後端側で大きいことで、ステント１０のデリバリー
位置が目的部位からずれていることに気付いた際に、手技者は、コアシャフト１２を後端
方向（矢印６０の方向）に引っ張ることで、解放途中のステント１０をカテーテル２内に
回収して、再度、やり直しすることができる（図１（Ｃ）を参照）。
【００２６】
また、プッシャーガイドワイヤ１では、ステント１０とステント保持部３０との摩擦抵抗
が先端側で小さいために、ステント１０をカテーテル２の先端口２４から目的部位に解放
させる際に、ステント１０がステント保持部３０に引っ掛かってしまう恐れを低減するこ
とができる。更に、ステント１０とステント保持部３０との摩擦抵抗が先端側で小さいこ
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とで、図１（Ｃ）に示すように、ステント１０をカテーテル２内に回収した際に、ステン
ト１０がステント保持部３０と接触してステント１０が変形する恐れを低減できるため、
手技者は、ステント１０のデリバリー位置が目的部位に合致するまで繰り返しステント１
０をカテーテル２内に回収することができる。
【００２７】
このように、プッシャーガイドワイヤ１では、第二コイル体３１のピッチ間隔を変更する
という簡単な構成により、解放途中のステント１０をカテーテル２内に回収して、再度、
やり直しすることができる（図１（Ｃ）を参照）。
【００２８】
　次に、本実施の形態のプッシャーガイドワイヤ１を構成する各要素の材料について、説
明するが、特に限定されるものではない。
【００２９】
コアシャフト１２は、ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６等）やＮｉ－Ｔｉ合金
等の超弾性合金により形成することができる。
【００３０】
コイル体１４及び第二コイル体３１は、放射線不透過性を有する素線により形成すること
ができる。例えば、金、白金、タングステン、これらの元素からなる合金などが挙げられ
る。コイル体１４及び第二コイル体３１を放射線不透過性の素線で形成することで、手技
者は放射線透視画像下でコイル体１４及び第二コイル体３１との位置を把握することがで
き、その結果、カテーテル２の筒状体２０に格納されたステント１０の位置を把握するこ
とができる。
【００３１】
なお、コイル体１４及び第二コイル体３１は、単線からなる素線で形成してもよいし、複
数の素線が撚られた撚線で形成してもよい。撚線は、単線に比べて、柔軟性や復元性など
の特性で優れているため、撚線で形成することが好ましい。
【００３２】
　固着部１６、１７、１８、１９は、ロウ材（アルミニウム合金ロウ、銀ロウ、金ロウ等
）や金属ハンダ（Ａｕ－Ｓｎ合金等）などで形成することができる。
【００３３】
　プッシャー部４０は、コアシャフト１２と同様に、ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４、ＳＵ
Ｓ３１６等）やＮｉ－Ｔｉ合金等の超弾性合金により形成することができる。
【００３４】
次に、図２（Ａ）～図２（Ｃ）を参照しながら、第二の実施の形態のプッシャーガイドワ
イヤ１ａについて、説明する。なお、図２（Ａ）～図２（Ｃ）は、図１（Ａ）～図１（Ｃ
）と同様に、左側が体内に挿入される先端側（遠位側）を、右側が医師等の手技者によっ
て操作される後端側（近位側、基端側）を、表している。
【００３５】
図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示したプッシャーガイドワイヤ１との相違点のみを説明すると
、プッシャーガイドワイヤ１ａでは、ステント保持部３０ａが複数の膨隆部３２で形成さ
れており、複数の膨隆部３２の間隔が、先端側よりも後端側の方が狭くなっている。これ
により、ステント１０とステント保持部３０ａとの摩擦抵抗は、先端側よりも後端側の方
が大きくなっている。先端側の膨隆部３２の間隔を広くすることで、ステント１０と複数
の膨隆部３２との摩擦抵抗を小さくすることができ、かつ、後端側の膨隆部３２の間隔を
狭くすることで、ステント１０と複数の膨隆部３２との摩擦抵抗を大きくすることができ
る。その結果、ステント１０のデリバリー位置が目的部位からずれていることに気付いた
際に、手技者は、コアシャフト１２を後端方向（矢印６０の方向）に引っ張ることで、解
放途中のステント１０をカテーテル２内に回収して、再度、やり直しすることができる（
図２（Ｃ）を参照）。
【００３６】
このように、プッシャーガイドワイヤ１ａでは、複数の膨隆部３２の間隔を変更するとい



(7) JP 2016-73553 A 2016.5.12

10

20

30

40

50

う簡単な構成により、解放途中のステント１０をカテーテル２内に回収して、再度、やり
直しすることができる（図２（Ｃ）を参照）。
【００３７】
次に、図３（Ａ）～図３（Ｃ）を参照しながら、第三の実施の形態のプッシャーガイドワ
イヤ１ｂについて、説明する。なお、図３（Ａ）～図３（Ｃ）は、図１（Ａ）～図２（Ｃ
）と同様に、左側が体内に挿入される先端側（遠位側）を、右側が医師等の手技者によっ
て操作される後端側（近位側、基端側）を、表している。
【００３８】
図２（Ａ）～図２（Ｃ）に示したプッシャーガイドワイヤ１ａとの相違点のみを説明する
と、プッシャーガイドワイヤ１ｂでは、ステント保持部３０ｂが、先端側は複数の膨隆部
３３で形成されている一方、後端側は複数の膨隆部３４で形成されている。複数の膨隆部
３３と複数の膨隆部３４とが一定の間隔でコアシャフト１２に固定されている。複数の膨
隆部３３はステント１０との摩擦抵抗が小さい一方、複数の膨隆部３４はステント１０と
の摩擦抵抗が大きい。これにより、ステント１０とステント保持部３０ｂとの摩擦抵抗は
、先端側よりも後端側の方が大きくなっている。その結果、ステント１０のデリバリー位
置が目的部位からずれていることに気付いた際に、手技者は、コアシャフト１２を後端方
向（矢印６０の方向）に引っ張ることで、解放途中のステント１０をカテーテル２内に回
収して、再度、やり直しすることができる（図３（Ｃ）を参照）。
【００３９】
このように、プッシャーガイドワイヤ１ｂでは、形状の異なる複数の膨隆部３３と複数の
膨隆部３４とを用いるという構成により、解放途中のステント１０をカテーテル２内に回
収して、再度、やり直しすることができる（図３（Ｃ）を参照）。
【００４０】
次に、図４（Ａ）～図６（Ｃ）を参照しながら、第四の実施の形態のプッシャーガイドワ
イヤ１ｃについて、説明する。なお、図４（Ａ）～図６（Ｃ）は、図１（Ａ）～図３（Ｃ
）と同様に、左側が体内に挿入される先端側（遠位側）を、右側が医師等の手技者によっ
て操作される後端側（近位側、基端側）を、表している。
【００４１】
図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示したプッシャーガイドワイヤ１との相違点のみを説明すると
、図４（Ａ）～図４（Ｃ）に示したプッシャーガイドワイヤ１ｃでは、ステント保持部３
０ｃが、後端側から先端側に向かって縮径したチューブ体３５で形成されている。そのた
め、ステント１０とチューブ体３５との隙間が、先端側よりも後端側の方が狭くなってい
る。これにより、ステント１０とステント保持部３０ｃとの摩擦抵抗は、先端側よりも後
端側の方が大きくなっている。その結果、ステント１０のデリバリー位置が目的部位から
ずれていることに気付いた際に、手技者は、コアシャフト１２を後端方向（矢印６０の方
向）に引っ張ることで、解放途中のステント１０をカテーテル２内に回収して、再度、や
り直しすることができる。また、ステント１０をカテーテル２内に回収した際に、ステン
ト１０がステント保持部３０ｃと接触してステント１０が変形する恐れも更に低減できる
ため、手技者は、ステント１０のデリバリー位置が目的部位に合致するまで繰り返しステ
ント１０をカテーテル２内に回収することができる。
【００４２】
図４（Ａ）～図４（Ｃ）の変形例として、図５（Ａ）～図５（Ｃ）に示したように、ステ
ント保持部３０ｃを後端側から先端側に向かって縮径した第二コイル体３１ａで形成して
も良い。また、図６（Ａ）～図６（Ｃ）に示したように、ステント保持部３０ｃを後端側
から先端側に向かって縮径した複数の膨隆部３２ａで形成しても良い。
【００４３】
このように、プッシャーガイドワイヤ１ｃでは、後端側から先端側に向かって縮径したチ
ューブ体３５、又は、後端側から先端側に向かって縮径した第二コイル体３１ａ、又は、
後端側から先端側に向かって縮径した複数の膨隆部３２ａを用いるという構成により、ス
テント１０をカテーテル２内に回収した際に、ステント１０がステント保持部３０ｃと接
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触してステント１０が変形する恐れを低減することができる（図４（Ｃ）、図５（Ｃ）、
及び、図６（Ｃ）を参照）。
【００４４】
最後に、図７（Ａ）～図７（Ｃ）を参照しながら、第五の実施の形態のプッシャーガイド
ワイヤ１ｄについて、説明する。なお、図７（Ａ）～図７（Ｃ）は、図１（Ａ）～図６（
Ｃ）と同様に、左側が体内に挿入される先端側（遠位側）を、右側が医師等の手技者によ
って操作される後端側（近位側、基端側）を、表している。
【００４５】
図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示したプッシャーガイドワイヤ１との相違点のみを説明すると
、プッシャーガイドワイヤ１ｄでは、ステント保持部３０ｄが、先端側には溝部３６が設
けられる一方、後端側には溝部３６が設けられていない円柱状のチューブ体３７で形成さ
れている。これにより、ステント１０とステント保持部３０ｄとの摩擦抵抗は、先端側よ
りも後端側の方が大きくなっている。その結果、ステント１０のデリバリー位置が目的部
位からずれていることに気付いた際に、手技者は、コアシャフト１２を後端方向（矢印６
０の方向）に引っ張ることで、解放途中のステント１０をカテーテル２内に回収して、再
度、やり直しすることができる（図７（Ｃ）を参照）。
【００４６】
以上で述べたように、プッシャーガイドワイヤ１、１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄにおいて、ス
テント１０とステント保持部３０、３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄとの摩擦抵抗が後端
側で大きいことで、ステント１０のデリバリー位置が目的部位からずれていることに気付
いた際に、手技者は、コアシャフト１２を後端方向（矢印６０の方向）に引っ張ることで
、解放途中のステント１０をカテーテル２内に回収して、再度、やり直しすることができ
る。また、ステント１０とステント保持部３０、３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄとの摩
擦抵抗が先端側で小さいために、ステント１０をカテーテル２の先端口２４から目的部位
に解放させる際に、ステント１０がステント保持部３０、３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０
ｄに引っ掛かってしまう恐れを低減することができる。更に、ステント１０とステント保
持部３０、３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄとの摩擦抵抗が先端側で小さいことで、ステ
ント１０をカテーテル２内に回収した際に、ステント１０がステント保持部３０、３０ａ
、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄと接触してステント１０が変形する恐れを低減できるため、手
技者は、ステント１０のデリバリー位置が目的部位に合致するまで繰り返しステント１０
をカテーテル２内に回収することができる。
【符号の説明】
【００４７】
１、１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ                プッシャーガイドワイヤ
２                                        カテーテル
１０                                      ステント
１２                                      コアシャフト
１４                                      コイル体
１６、１７、１８、１９                    固着部
２０                                      筒状体
２２                                      後端口
２４                                      先端口
３０、３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄ      ステント保持部
３１、３１ａ                              第二コイル体
３２、３２ａ、３３、３４                  膨隆部
３５、３７                                チューブ体
３６                                      溝部
４０                                      プッシャー部
５０                                      矢印（先端方向）
６０                                      矢印（後端方向）



(9) JP 2016-73553 A 2016.5.12

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 2016-73553 A 2016.5.12

【図５】 【図６】

【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

