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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細長い円筒状のステント本体と、前記ステント本体の少なくとも一部分を覆っているグ
ラフト材料とを備える、身体脈管の損傷部分を修復するためのステント・グラフト装置で
あって、当該ステント・グラフト装置は前記脈管の直径より小さい直径を有する圧縮状態
から、前記脈管の直径と少なくとも同じ直径を有する拡張状態へ拡張可能であり、前記脈
管内に前記圧縮状態で配置され、前記拡張状態で前記脈管と係合可能とされており、当該
ステント・グラフト装置が更に、前記圧縮状態で配置されるときに当該ステント・グラフ
ト装置を取り囲んでいる円筒状のシースと、当該装置が脈管の所要の位置に配置されたと
きに該ステント・グラフト装置を拡張させるために前記シースを選択的に裂くための手段
とを有し、当該ステント・グラフト装置は、前記圧縮状態において、身体を切開して露出
された身体脈管の損傷部分を通して該身体脈管内に挿入されるようなサイズとされ、前記
シースを選択的に裂くための手段は前記損傷部分を通して伸張可能なストリングを有し、
該ストリングを脈管の外部で引っ張ることにより前記シースを裂くようになされているス
テント・グラフト装置。
【請求項２】
　前記ステント本体は、少なくとも前記損傷部分を亘る長さとされている、請求項１に記
載のステント・グラフト装置。
【請求項３】
　前記ステント本体は、軸方向に間隔を空けて配置されている複数のステントを備えてお
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り、前記グラフト材料は、前記ステントを覆っており、前記ステントは、前記脈管の直径
より小さい直径を有する圧縮状態から、前記脈管の直径と少なくとも同じ直径を有する拡
張状態へ拡張可能である、請求項１に記載のステント・グラフト装置。
【請求項４】
　更に、当該ステント・グラフト装置を前記脈管に固定するための固定手段を含んでいる
、請求項１に記載のステント・グラフト装置。
【請求項５】
　前記軸方向に間隔を空けて配置されている複数のステントは、当該ステント・グラフト
装置の軸方向両端部に配置される一対のステントを備えている、請求項３に記載のステン
ト・グラフト装置。
【請求項６】
　前記シースが前記各ステントを取り囲むシースを備え、該シースは、前記ステントを拡
張させるために選択的に取り外される、請求項５に記載のステント・グラフト装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概括的には、ステント及びステントグラフトの分野に、より具体的には、患
者の身体脈管内に切開手術で又は「術中」に留置するためのステント・グラフト装置と方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　救急医は、しばしば身体脈管に外傷性傷害を有する患者に遭遇する。血管の様な身体脈
管に重大な損傷を負うと、患者は、とりわけ、四肢欠損、四肢の機能の欠損、高い脳卒中
のリスク、神経機能の障害、コンパートメント症候群の様な有害な状態に曝される。脈管
傷害及び血液損失が非常に深刻な場合は、死に至る。救急医が外傷に次ぐ脈管損傷に対し
て一般的に行う治療の例としては、止血鉗子による脈管のクランプ、バルーンタンポナー
デの使用、損傷した脈管の、傷害部位又はその付近での結紮、或いは、１つ又は複数の一
時的なシャントの挿入が挙げられる。
【０００３】
　血管に対する外傷性傷害の場合、一時的なシャントの使用は、血餅の形成に繋がってい
る。シャントは、一般的に、血流を回復させ、過度の血液損失を止める一時的な手段とし
て配置される。この処置は、血餅を処置し除去するために、最初の止血から約３６～４８
時間以内に、患者を手術室へ戻すことが必要になる場合が多い。患者が安定したら（一般
的には数日後）、シャントは、通常は除去され、適所に縫いこまれる布グラフト（布移植
片）の様な血管グラフトに取り換えられる。損傷した管を結紮すると、筋肉の壊死、筋肉
機能の喪失、浮腫、又はコンパートメント症候群になり、四肢欠損や、死に至ることもあ
る。
【０００４】
　遭遇する脈管傷害の性質によって、シャントの使用、脈管の修復、及び／又は結紮が必
要になることが多く、その様な治療は、迅速に、医師の高度な技術を以って行われる。そ
の様な治療は、患者の治療で他の差し迫った問題が更に応急手当を必要とするときに、救
急医の時間と注意を多大に占拠する。更に、必要とされる特定の技量のレベルが、一般的
な救急医が有する技術を超える場合もあるので、特定の外傷性の症状が発現した場合は、
特に訓練された医師の技量が必要となる。その様な医師は、脈管の外傷の様な特定の外傷
を処置し、患者をその様な場合の環境下で取り得る最良の方法で安定させるよう、特別に
訓練されている。
【０００５】
　時間的に効率的で、当該外傷に手近に可能な範囲で処置し、救急医が容易に実施できる
技法を使用するやり方で、脈管の外傷（動脈と静脈）を処置するシステムと方法を提供す
ることが必要とされている。
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【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、身体脈管内に術中留置するためのステント・グラフト装置と方法を提供する
ことによって、先行技術の問題に取り組んでいる。
【０００７】
　その１つの形態では、本発明は、身体脈管の損傷した部分を術中修復するための方法で
ある。ステント・グラフト装置は、少なくとも、術中修復を受ける損傷した脈管部分の長
さと同じ長さを有している。ステント・グラフト装置は、装置が、少なくとも脈管の損傷
した部分の長さに亘って留置できるようなやり方で、脈管内に配置される。ステント・グ
ラフト装置は、ステント・グラフト装置の、前記脈管内の移動が抑制されるように脈管の
損傷部分で脈管と係合される。
【０００８】
　別の形態では、本発明は、身体脈管の損傷した部分を術中修復するためのステント・グ
ラフト装置である。本装置は、細長い略円筒形のステント本体と、ステント本体の少なく
とも一部分を覆っているグラフト材料を備えている。装置は、脈管の直径より小さい直径
を有する圧縮状態から、少なくとも脈管の直径と同じ大きさの直径を有する拡張状態へ拡
張可能である。装置は、脈管内に、圧縮状態で配置され、脈管と拡張状態で係合できるよ
うになっている。
【０００９】
　更に別の形態では、本発明は、身体脈管の損傷した部分を術中修復するためのステント
・グラフト装置である。本装置は、通路が中を貫通している略円筒形の本体を備えている
。本体の少なくとも１つの軸方向端部に、コネクタが配置されている。コネクタの軸方向
の一端は、通路の中へと伸張し、コネクタの軸方向の他端は、前記本体から伸張している
。通路の中へと伸張する軸方向端部は、端部が本体内にぴったりと入り込むような直径を
有している。本体から伸張している軸方向端部は、脈管と係合するための機構を含んでい
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の原理の理解を促すために、図示の実施形態を参照してゆくが、それを説明する
のに特定の用語を使用する。しかしながら、これによって本発明の範囲を制限するもので
はなく、図示の装置に変更及び修正を施し、図示している本発明の原理をこの他にも応用
することは、本発明に関係する当業者であれば普通に想起されるものと理解されたい。
【００１１】
　図１は、切開手術で又は術中に留置するための、本発明のステント・グラフト装置１０
の１つの実施形態を示している。この実施形態では、ステント・グラフト装置１０は、略
円筒形の本体１２を備えており、円筒形の本体１２は、その軸方向のいずれか一方又は両
端部に配置されているコネクタ１４を有している。ステント・グラフト装置１０は、血管
（動脈又は静脈の何れか）の様な身体脈管内に留置するのに適した寸法形状、更に具体的
には、脈管の外傷部位に留置するのに適した寸法形状を有している。
【００１２】
　便宜的に、本発明の装置は、ここでは「ステント・グラフト」装置と呼ぶ。装置は、従
来型のステント、並びに従来型のステントグラフトとを組み合わせた特徴を有している。
本発明の或る実施形態では、１つ又は複数の従来型の拡張可能なステントは、実際のステ
ント・グラフト装置の一部を備えており、具体的には、管状グラフト材料の端部を脈管に
シールする保持部材として機能する。１つの形態では、本発明の装置は、血管の様な身体
脈管への損傷及び他の外傷を術中修復するのに用いられるステントグラフトを備えている
。
【００１３】
　通常、ステント・グラフト本体１２は、可撓性ポリマー材料の様な中空の細長い概ね可
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撓性の材料を備えており、ルーメン１３が中を貫通している。ステント・グラフト本体１
２は、シリコン、ポリウレタン、ポリアミド（ナイロン）、並びに他の可撓性の生体適合
性材料の様な、医療技術では周知の従来型の材料で形成することができる。更に、本体１
２は、織布ポリエステル（例えば、ＤＡＣＲＯＮ（登録商標））及び発泡ポリテトラフル
オロエチレン（ｅＰＴＦＥ、例えば、ＧＯＲＥＴＥＸ（登録商標））の様な既知の布グラ
フト材料で、又は生体再造形可能材料で形成してもよい。生体再造形可能材料は、移植に
際し材料内への細胞侵入及び内方成長を許容し、促進さえする細胞外基質を提供すること
ができる。限定するわけではないが、適した生体再造形可能材料料の例には、再構成され
た、又は天然由来のコラーゲン材料が含まれる。適したコラーゲン材料には、粘膜下組織
、腎被膜、皮膚コラーゲン、硬膜、心膜、大腿筋膜、漿膜、腹膜、又は基底膜の様な、生
物学的特性を有する細胞外基質材料（ＥＣＭ）が含まれる。適した粘膜下組織材料には、
例えば、小腸の粘膜下組織を含む腸の粘膜下組織、胃の粘膜下組織、膀胱の粘膜下組織、
及び子宮の粘膜下組織が含まれる。
【００１４】
　コネクタ１４は、ステント・グラフト装置１０を身体脈管内に固定的に係合させるのに
適していれば、どの様な形状を備えていてもよい。限定するわけではないが、図３に示し
ている例では、コネクタ１４は、細長い管状の構造を備えており、本体部分１５と、本体
部分１５の各軸方向端部に隣接する窪み１６と、コネクタの各軸方向端部の略円錐状端部
１７とを有している。コネクタ１４は、図１に示す様に、コネクタの一端が、ステント・
グラフト本体１２のルーメン内に、主コネクタ本体部分１５の軸方向中間点辺りまでぴっ
たり入り込むような寸法になっているのが望ましい。最も良いのは、本体部分１５の外径
が、少なくとも可撓性の円筒形本体１２の内径と同じ大きさであり、コネクタ１４が円筒
形本体１２のルーメン内に密接して固定的に嵌るようになっていることである。
【００１５】
　一般に、コネクタ１４は、金属、金属合金、又は高強度のポリマーの様な比較的剛性の
高い構造を備えており、ルーメンが中を貫通している。コネクタ１４は、以下に記載する
方式で、コネクタの外周回りを１つ又は複数の縫合糸で結ぶ際に、その構造的完全性を維
持できるほどの強度を有している。一般的に、その組成物が縫合糸によって外周上に圧力
が加えられた際に過度に圧縮されないだけの十分な強度を有してさえいれば、必要な強度
を有するどの様な生体適合性を有する組成物でも、利用することができる。
【００１６】
　１つ又は複数の縫合糸１８は、コネクタ１４をステント・グラフト本体ルーメン１３内
にしっかりと固定するため、ステント・グラフト本体１２の外周上に結ばれる。最も良い
結果としては、各縫合糸１８を、予めルーメン１３内に配置されているコネクタ１４の窪
み部分１６又はその回りに結ぶことである。この様にすれば、縫合糸を可撓性のステント
・グラフト本体１２の回りに結んだときに、本体１２の一部分が、窪み部分１６内に押し
込まれる。
【００１７】
　図３は、ステント・グラフト装置１０に使用するためのコネクタ１４の１つの好適な形
状を示しているが、コネクタは必ずしも図示の形状でなくてもよい。限定するわけではな
いが、代わりに、コネクタ１４は、その全長に亘って単純な円筒形であってもよい。コネ
クタ１４は、ステント・グラフト本体１２の軸方向端部内にぴったりと入り込み、修復を
受ける身体脈管の管腔内に入り込む直径を有しているのが最も望ましい。しかしながら、
上述した様に、窪み１６は、縫合糸をそれぞれのステント・グラフト本体１２（縫合糸１
８）又は脈管３０（縫合糸２０）（図５）の外側表面回りに締め付けたときに、縫合糸１
８、２０を受け入れることのできる窪み又は溝を提供して、より堅固な接続を確立するの
に有用であると考えられる。コネクタ１４の随意の円錐状の軸方向端部１７は、装置を脈
管内へ挿入し易くし、ステント・グラフト装置１０が脈管内に固定されて留まる性能を向
上させる。
【００１８】
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　脈管の外傷を治療するのに、ステント・グラフト装置１０を術中に使用する１つの例に
ついて述べる。図４は、既に外傷性の症状を発現している血管３０を示している。この場
合、血管３０の部分３２が引き裂かれているか、又は激しく損傷していることが観察でき
る。図５に示す様に、身体が切開された後、ステント・グラフト装置１０は、ステント・
グラフト本体１２が少なくとも損傷した血管部分３２の長さを亘るように、医師によって
手で血管３０内に配置される。
【００１９】
　図示の実施形態では、ステント・グラフト装置１０は、１つ又は複数の縫合糸２０をコ
ネクタ１４の露出している部分で血管の回りに結ぶことによって、血管３０内で移動する
のを抑制するように固定されている。最も良いのは、縫合糸２０が、露出している窪み部
分１６で、コネクタ１４の回りに結ばれることである。この様にすると、縫合糸２０は、
血管３０の一部分を圧縮するので、血管は、図５に示す様に、各軸方向端部で窪み１６の
中に押し付けられ、堅固な接続を確立する。説明したやり方で本発明のステント・グラフ
ト装置を切開手術で留置するのは、一般的に、最小限の時間で、多くは約２分程度の時間
で行われる。これに対し、従来型の修復技法では、４５分も、場合によってはそれ以上か
かることもある。
【００２０】
　本発明による、切開手術で又は術中に留置するのに使用するためのステント・グラフト
装置は、必ずしも図１に示している様に構成されていなくてもよい。その様な留置に適し
た他の構造であってもよく、それも本発明の範囲内にあると考えられる。その様な留置に
適しているステント・グラフト装置４０の１つの代替実施形態を図６に示している。この
実施形態では、ステント・グラフト装置４０は、図６に示している折畳まれた又は「非拡
張」状態から、図７に示している拡張状態へ選択的に拡張可能である。
【００２１】
　ステント・グラフト装置４０は、細長い略円筒形のステント本体４４を備えている。本
体４４は、例えば、従来型のステント交差ワイヤーパターンの１つ又は複数のワイヤーで
形成されている。布グラフト４５は、ステント本体４４を周知の様式で覆うように設けら
れている。ステント本体４４を形成しているワイヤーは、その様な目的に一般的に利用さ
れている、金属又は金属合金の様な従来型のワイヤーである。限定するわけではないが、
適した組成物の例には、ステンレス鋼、並びにニチノールの様な形状記憶材料、及び磁気
共鳴画像（ＭＲＩ）の様な一般的な医療画像化技法の下で見ることのできる組成物が含ま
れる。限定するわけではないが、画像化技法の下で見ることのできる好適な組成物の１つ
の例は、チタンである。布グラフト４５は、医療技術で周知のどの様なグラフト材料でも
よく、限定するわけではないが、ステント・グラフト装置１０に関連して先に述べた材料
も含まれる。グラフト材料は、図面に示している様に、拡張できなければならない。ＥＰ
ＴＦＥは、特に好適なグラフト材料である。当業者には理解頂けるように、他の既知の型
式のステント及びグラフト材料も、ここに図示し説明している材料に置き換えることがで
きる。
【００２２】
　図６は、拡張されていないステント・グラフト装置４０が、従来型の送出シース４２内
に配置されている様子を示している。シース４２は、管状構造であり、脈管内に適切に配
置した後、シースからステント・グラフト装置を取り外し易くするための従来型の機構、
例えば引張タブ機構又はプッシャーを有している。図６の実施形態では、取り外し機構は
、引張タブ型の機構、即ちストリング４１を備えている。ストリング４１を矢印の方向に
引っ張ると、シース４２は、長手方向に裂け、その後、ステントグラフトから剥ぎ取られ
る。割裂に適した機構の１つの例は、インディアナ州ブルーミントンのＣｏｏｋ社から販
売されているＰＥＥＬＡＷＡＹ（登録商標）シースと関連して用いられる引張タブ機構で
ある。代わりに、装置を送出シースから取り外し、及び／又は取り外すためにシースを裂
くための他の従来型の機構を利用してもよい。ここに図示し、説明している型式のシース
は周知技術であり、当業者には理解頂けるように、多くの既知のシースを、ここで図示し



(6) JP 5203192 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

説明しているシースに置き換えることができ、そのそれぞれが本発明の範囲内にあると考
えられる。
【００２３】
　述べた様に、ステント・グラフト装置４０は、圧縮状態から拡張状態へと拡張可能であ
る。従って、シースを裂く又は他の適切な送達機構によって、ステント・グラフトを送達
した後、ステント・グラフト装置４０は、図６の収縮状態から図７の拡張状態に拡張する
。ステント・グラフト装置４０には、該装置の外周の少なくとも一部に沿って、拡張した
ステント・グラフト装置を脈管内に固定させる棘４３の様な固定構造が設けられているの
が望ましい。当業者には理解頂けるように、フック、「魚の鱗」などの多くの適切な固定
構造が周知技術では知られており、その何れも、図６及び図７に示している棘の代わりに
、又は棘に加えて利用することができる。図６と図７の実施形態は、ステント・グラフト
の全長に沿って棘を含んでいるが、必ずしもこの通りではなく、代わりに、棘を、ステン
ト・グラフト装置の長さに沿った１つ又は複数の別々の場所に配置してもよい。同様に、
図示の各棘は、同じ方向に向いた鋭い先端を有しているが、これは、代表的な例に過ぎず
、棘の先端は、同じ方向に向いていても、反対の方向に向いていてもよい。当業者であれ
ば、特定の使用に適した棘の先端の適切な配列を容易に選択できるであろう。
【００２４】
　図８と図９は、ステント・グラフト装置４０を、図４に示す外傷の様な脈管外傷の部位
に術中に留置する様子を示している。図８に示す様に、ステント・グラフト装置４０を中
に折畳まれた状態で装填しているシース４２は、脈管３０の脈管外傷３２の部位内に、術
中に留置される。シース４２は、ストリング４１を矢印の方向に引っ張ることによって裂
かれ、シース４２の両側は、従来の方式で、ステント・グラフト装置から剥がされ、又は
取り除かれる。ステント・グラフト装置４０は、シース４２の拘束から開放されると、そ
の後、図９に示す様に脈管内で拡張する。ステント・グラフト装置４０は、拡張時外径が
、脈管３０の内径と少なくとも同じであるのが望ましく、また、それより幾らか大きいの
が望ましい。
【００２５】
　図１０は、図６－９に示した配置の修正例を示している。この場合、送出シース５２に
は、図６に示す１つのストリングではなく、２つの引張ストリングが設けられている。こ
の変更例では、各ストリング５１は、シース５２の別々の軸方向端部に配置されている。
ストリングがそれぞれの矢印の方向に引っ張られると、シースが裂かれる。シースが引き
取られると、ステント・グラフト装置４０は、開放され、脈管３０内で拡張する。
【００２６】
　本発明の別の実施形態を、図１１と図１２に示している。この実施形態では、ステント
・グラフト装置６０は、図６と図７に示している様な単一のワイヤーステント本体４４で
はなく、複数の軸方向に整列したステント６４の配置を備えている。図示の実施形態では
、２つのステント６４が、拡張可能なステント・グラフト装置６０の互いに反対側の端部
に配置されている。１つ又は複数の引張ストリング６１を有するシース６２が、前述同様
に設けられている。ステントグラフト本体６５は、先に述べた何れかの構成物で形成され
ており、必要であれば、複数の棘６３又は同様の固定構造を含んでいてもよい。
【００２７】
　図１１と図１２に示している配置には、装置６０の軸方向両端部に２つのステント６４
が配置されているが、多くの代替配置も本発明の範囲内にある。１つの可能な代替案とし
て、装置は、ステント・グラフト装置の長さの全部又は一部に沿って配置されている一連
のステントを含んでいてもよい。その様なステントは、互いに接続されていても、互いに
直接隣接して配置されていても、互いに別々の距離で離間されていてもよい。ステント・
グラフト装置の布は、装置の全てのステント部分を覆う又は亘っている必要はないが、少
なくとも脈管の損傷部位を亘ることができるほどには設けられていなければならない。従
って、この実施形態では、装置の長さに沿って配置されている複数のステントを有するス
テント・グラフト装置が提供されている。必要であれば、ステント・グラフト装置を、通
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常使用に必要とされるステントより長く及び・又は数が多くなるような寸法とすることも
できる。医師は、次に、ステント・グラフト装置を所望の長さに切り取ることができる。
この様にすれば、医療施設は、長さの異なる多数のステント・グラフト装置を保持してお
く必要が無く、１つ又は複数の細長い装置を保管しておき、医師が、使用直前に所望の長
さに切り取るようにすることができる。
【００２８】
　図１１と図１２に示している実施形態の様な複数の拡張可能なステントを含む実施形態
では、割裂可能な外側シースが、装置の全長に伸張している必要はない。むしろ、別々の
割裂可能なシースを、ステント・グラフトの各ステント部分を覆うように設けて、ステン
ト以外の部分を覆わないままにしてもよい。この様にすれば、各シースを、例えば、スト
リング又は従来型の機構で裂くことができるので、ステント及びそれに付随してグラフト
材料が損傷した脈管内で制御された拡張が可能となる。
【００２９】
　本発明によれば、ステント・グラフト装置は、脈管外傷を治療する際に使用するのに備
えて事実上どの様な寸法の長さを有することもできる。ステント・グラフト装置は、約１
から１０ｃｍの長さを有しているのが望ましく、約３から８ｃｍであれば更に望ましく、
約６又は７ｃｍであれば更に望ましい。ステント・グラフトは、修復を受ける損傷した脈
管部分の長さより僅かに長いのが望ましい。便宜上、ステント・グラフトは、ステントグ
ラフトの軸方向端部の少なくとも何れか一方又は両方の部分が、医師によって所望の長さ
に切り取られるように構成することができる。
【００３０】
　ここに述べているステント・グラフト装置には、更に、１つ又は複数の治療剤の被覆を
備えていてもよい。生体適合性被覆として使用される治療剤は、周知技術である。限定す
るわけではないが、ステント・グラフト装置に使用される適した生物活性剤の例には、抗
凝固剤、抗生物質製剤、抗癌剤、抗ウイルス剤、抗血管形成剤、血管形成剤、抗分裂剤、
抗炎症剤、血管形成阻害剤、血管新生阻害剤、細胞周期調節剤と、エストロゲンの様なホ
ルモン、それらの同族体、誘導体、断片を含む遺伝子剤、薬物塩、及びこれらの組み合わ
せとが含まれる。当業者には理解頂けるように、他の生物活性剤も特定の用途に利用する
ことができる。生物活性剤を、意図する目的のために薬剤材料及びその効果を適切に保持
することができる何れかの適した方法によって、ステント・グラフト装置の部分に組み込
み、又は塗布してもよい。
【００３１】
　以上、本装置について、脈管外傷を修復するという主要な使用目的に結び付けて説明し
てきたが、当業者には理解頂けるように、本装置は、他の外傷状態を修復するのにも用い
られる。限定するわけではないが、その様な状態の例には、腹部大動脈瘤の様な動脈瘤が
含まれる。
【００３２】
　従って、以上の詳細な説明は、限定を課すものではなく例示するものであり、本発明の
意図と範囲を定義するのは、全ての等価物を含め特許請求の範囲であると理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の１つの実施形態による、術中留置をするためのステント・グラフト装置
の側面図である。
【図２】図１の２－２線に沿うステント・グラフト装置の本体の断面図である。
【図３】図１のステント・グラフト装置のコネクタの側面図である。
【図４】既に外傷性の症状が発現している損傷した身体脈管の一部分の側面図である。
【図５】図４の損傷した脈管の側面図であり、図１のステント・グラフト装置が脈管の外
傷部位に配置されている状態を示している。
【図６】本発明による、術中留置に適した拡張可能なステント・グラフト装置の代替実施
形態の側面図であり、ステント・グラフト装置は圧縮状態で示されている。
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【図７】拡張状態にある図６のステント・グラフト装置を示している。
【図８】損傷した脈管内に配置されている図６のステント・グラフト装置を示しており、
ステント・グラフト装置は圧縮状態にある。
【図９】損傷した脈管内で拡張状態にある、図８のステント・グラフト装置を示している
。
【図１０】損傷した脈管内に圧縮状態で配置されているステント・グラフト装置の代替実
施形態の側面図である。
【図１１】本発明による拡張可能なステント・グラフト装置の別の代替実施形態の側面図
であり、ステント・グラフトは圧縮状態にある。
【図１２】拡張状態にある図１１のステント・グラフト装置を示している。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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