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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人間又は動物の体内の導管内にカテーテルを配置する為のガイド装置にして、一つの長
く延びる第一ストリング(２)、第一ストリング(２)に隣接して走る少なくとも一つの長く
延びる第二ストリング(３)と、ストリング(２、３)に組み込まれた一つの制御装置(８)を
有し、これによってストリング(２、３)間の相対的な動きを許容するか又は少なくとも困
難にするように目的に合致して制御できるようにしており、第一ストリング(２)と第二ス
トリング(３)とがケーブルにより作られており、制御装置(８)は、異なる極性(５)の磁場
(４)が第一ケーブルストリング(２)と第二ケーブルストリング(３)に相互の引き付けを選
んで発生させることができるように形成されていることを特徴とするガイド装置。
【請求項２】
　前述の請求項１によるガイド装置にして、第一ストリング(２)ないし第二ストリング(
３)が磁気化可能物質で製造されているか、あるいは、第一ストリング(２)ないし第二ス
トリング(３)が非磁気化可能物質で製造されており磁気化可能被膜(７)を備えていること
を特徴とするガイド装置。
【請求項３】
　前述の請求項２によるガイド装置にして、磁気化可能物質が弱磁気素材であることを特
徴とするガイド装置。
【請求項４】
　前述の請求項１から３までのいずれか一つによるガイド装置にして、第一ストリング(
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２)ないし第二ストリング(３)が充填物体あるいは中空物体として形成されていることを
特徴とするガイド装置。
【請求項５】
　前述の請求項４によるガイド装置にして、ストリング（２、３）双方が中空物体として
形成されている場合に於いて、制御装置（８）が両ストリング（２、３）内に存在する磁
気化可能な液体を有することを特徴とするガイド装置。
【請求項６】
　前述の請求項１から５までのいずれか一つによるガイド装置にして、磁場(４)がケーブ
ル製のストリング(２、３)に電圧をかけることによって発生させられることを特徴とする
ガイド装置。
【請求項７】
　前述の請求項１から６までのいずれか一つによるガイド装置にして、ケーブル製のスト
リング(２、３)が近接して平行に向き合って配置されていること、又は、ストリング（２
、３）が円心状に向き合って配置されていること、又は、ストリング（２、３）の一つが
中心に位置して内側に存在し、その他のストリング（３、２）が螺旋放射状に外側に存在
して前者を取り囲んで配置されていることを特徴とするガイド装置。
【請求項８】
　前述の請求項１から６までのいずれか一つによるガイド装置にして、ケーブル製のスト
リング（２、３）が近接して平行に向き合って縒り合わせに配置されていることを特徴と
するガイド装置。
【請求項９】
　前述の請求項１から６までのいずれか一つによるガイド装置にして、第一ストリング(
２)が中心に位置して内側に配置され、第一ストリング(２)の外周の周りに複数の第二ス
トリング(３)が配置されていることを特徴とするガイド装置。
【請求項１０】
　前述の請求項９によるガイド装置にして、複数の第二ストリング（３）が互いに等間隔
で配置されていることを特徴とするガイド装置。
【請求項１１】
　前述の請求項１から１０までのいずれか一つによるガイド装置にして、ストリング(２
、３)が、磁場を発生させた際に相互引き付けをもたらし平面状に接触して位置するよう
に形成されていることを特徴とするガイド装置。
【請求項１２】
　前述の請求項１から１１までのいずれか一つによるガイド装置にして、磁場(４)は永久
磁石的に発生させられることが可能であることを特徴とするガイド装置。
【請求項１３】
　前述の請求項１２によるガイド装置にして、ケーブル製の各ストリング(２、３)がその
奥行きに沿って放射方向に交互に反転した極性を持つことを特徴とするガイド装置。
【請求項１４】
　前述の請求項１から１３までのいずれか一つによるガイド装置にして、制御装置(８)が
、ストリング(２、３)の向き合った表面(６，１０)の相互接触或いは干渉を可能にし、加
圧された流体をストリング(２、３)間の隙間に導入することによって表面(６、１０)の相
互分離を可能にしていることを特徴とするガイド装置。
【請求項１５】
　前述の請求項１４によるガイド装置にして、制御装置（８）が、ストリング（２、３）
の向き合った表面（６、１０）のかみ合い（１５）の形の相互接触或いは干渉を可能にし
ていることを特徴とするガイド装置。
【請求項１６】
　前述の請求項１４によるガイド装置にして、加圧された流体が液体または気体であるこ
とを特徴とするガイド装置。
【請求項１７】
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　前述の請求項１４から１６までのいずれか一つによるガイド装置にして、ストリング(
２、３)の向き合った表面(６，１０)の相互接触或いは干渉が、流体を排出することによ
って引き起こされることができることを特徴とするガイド装置。
【請求項１８】
　前述の請求項１７によるガイド装置にして、相互接触或いは干渉が、追加的に真空をか
けた状態下で引き起こされることができることを特徴とするガイド装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は特許申請１の観点により特に人体導管内にカテーテルを配置する為のガイド装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　WO ０２/３４３２４ Ａ２に於いて、ガイドケーブルにつき超伸張性の素材からなる部
分とこの部分よりも本質的により硬直な鋼鉄からなる部分を接合させる問題が指摘されて
いる。WO ００/４０２８８ Ａ１から知られたガイドケーブルはその末端部分に変形可能
な部分を有して、その可変性は継続的に変化し、且つその変形可能特性は維持されねばな
らない。
【０００３】
　ＥＰ ０ ７１４ ３１５ Ｂ１に於いてはカテーテルを引戻す際にガイドケーブルがずれ
る傾向にあることの問題が指摘されている。ここに表明されたガイドケーブルはそのずれ
がはっきり認められるように形成されている。
【０００４】
　ＤＥ ２００ １９ ４８４ Ｕ１に記述されているガイドケーブルは一定区間ごとに最少
量の強磁性片を組み込んだ非強磁性素材を提示しており、ここではガイドケーブルが例え
ば合成物質のような非強磁性物質製からなる円筒状の中空管でできており、その中に一定
間隔ごとにたくさんの強磁性片の標識を付けた円筒状の担体を内蔵している。このガイド
ケーブルは特に磁気共鳴トモグラフィー操作の処理に適している。
【０００５】
　血管内の塞栓物質捕獲用のフィルター装置はＤＥ/ＥＰ ０ ９８０ ２７８ Ｔ１によっ
てよく知られている。このフィルター装置もガイドケーブルを含んでいる。前述の出版物
によるとさらに、第一の直径と第二の拡がり直径を提示して拡げることのできるステント
、および、収縮状態と開張状態間に広げることのできる開張枠を有するカテーテルが知ら
れている。さらにこのカテーテルは覆いを有し、使用の際には覆いを引き下げて開張枠と
ステントをむき出せるようになっている。開張枠は注入パッキングを持っていてよい。こ
のカテーテルはさらに注入システムを有し、このシステムには圧流の採取には第一腔、ガ
スの排気には第二腔がある。この注入パッキングはさらに、注入システムの第一腔と流体
結合する挿入孔と、注入システムの第二腔と流体結合する排出孔を有する。注入パッキン
グは管状の気嚢であってよい。
【０００６】
　ＥＰ ０ ８２６ ３８９ Ｂ１に於いては、核ケーブルを持つガイドケーブルについて記
述している。ここでは、ガイドケーブルが複数の細い互いに捩れ合った心線を有している
。核ケーブルは半円状の横断面を有し、流体が流れ通る導管用の空間を作り出している。
ガイドケーブルと核ケーブルはカテーテルの部分であり、その前端部は開いていてカテー
テルの奥行き方向での流体の排出を可能にしている。
【０００７】
　ＥＰ ０ ８２３ ２６１ Ａ２によると、復原力のない可変性物質から形成された外装管
をもつガイドケーブルが知られている。さらにこのガイドケ－ブルは内装核ケーブルを有
し、これが外部管内で行ったり来たり可動する。この核ケーブルは末端部分を有し、一方
では可変であるが他方ではある風の復原力を持ち、末端部分は、可能ならば特に外装管の
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末端部分に於いて、結果としてまがりを突き出す。そのため、外装管の末端部分は非常に
可変性に作られている。
【０００８】
　ＥＰ ０ ７７８ ０４４ Ａ２にはガイドケーブルユニットの記述がある。ここでは、例
えば中空管のような、中空で可変性の構成部分内にゾンデユニットを挿入してこの可変性
部分を硬化させるすることができる。このゾンデユニットは可変性のゾンデケースと内部
のゾンデケーブルから構成され、内部ゾンデケーブルの末端がある風に曲げられている。
このゾンデユニットは、例えば、電極ケーブルを硬化させ静脈をとおって患者の心臓に押
し出す際に役立つ。
【０００９】
　ＮＬ－Ａ－９ ５００ ２８３によると血管の拡張用にその前端部に二つの前後に配置さ
れた気嚢があるカテーテルが知られている。これら気嚢はそのつど圧力をかけられた媒体
との接続によって膨らますことができる。
【００１０】
　ガイドケーブルとよばれるガイド装置は、例えばＤＥ １００ １７ １４７ Ａ１によっ
て知られている。このガイドケーブルは、中空ストリングからなる外部ケーブルストリン
グとその中に挿入可能な内部ストリングとから構成されてる。ケーブルストリングはその
末端に曲がりのついたガイド先端を有してガイドケーブルの敷設の際に舵取りまたは道先
案内の役割をする。
【００１１】
　上記のガイド装置すなわちガイドケーブルは人体導管、例えば静脈または動脈のような
血管内に挿入され、続いてカテーテルをガイドケーブルに沿って差し込むことを可能にす
る。ガイドケーブルにより、あとからの比較的かたいカテーテルを導入するような場合で
も、さらに異なる細部の分脈に侵入することができる。前述のガイドケーブルには末端に
前もって曲がりが備えてあるのでそれにあった曲がりを持つガイドカテーテルを選択でき
る。このようなガイドカテーテルは外部ガイドとして使用されるのでその直径が比較的に
大きくなっている。次のステップに於いては、ガイドカテーテルの空洞をとおして本来の
治療カテーテル、例えばバルーンカテーテルを挿入する。外部ガイドカテーテルはその曲
がりのために前部が比較的に厚みがある。そのほか、ガイドカテーテルの使用なしで例え
ば比較的かたい治療カテーテルを挿入する際に、ガイドケーブルの前部が血管の分岐点で
目的の血管から再びはみ出る危険がある。
【００１２】
　特許申請１の概念によるガイド装置はＵＳ－Ａ－５ ３３７ ７３３によって知られてい
る。このガイド装置は内壁と外壁の間に存在する空間を含み、これが外側へ密閉できるよ
うになっている。外壁は可変性の管によって形成されている。内壁は同様に管によって形
成され、間隙空間に流体が導入される際には外壁とは反対に放射方向に内側へ変形させる
ことができる。その上、外壁は間隙空間を空にすることによって内壁の方へ縮めることが
できて、制御装置を硬直にする。外壁と内壁は干渉要素によって共にかみ合うことができ
る。
【００１３】
【特許文献１】WO ０２/３４３２４ Ａ２
【特許文献２】WO ００/４０２８８ Ａ１
【特許文献３】ＥＰ ０ ７１４ ３１５ Ｂ１
【特許文献４】ＤＥ ２００ １９ ４８４ Ｕ１
【特許文献５】ＤＥ/ＥＰ ０ ９８０ ２７８ Ｔ１
【特許文献６】ＥＰ ０ ８２６ ３８９ Ｂ１
【特許文献７】ＥＰ ０ ８２３ ２６１ Ａ２
【特許文献８】ＥＰ ０ ７７８ ０４４ Ａ２
【特許文献９】ＮＬ－Ａ－９ ５００ ２８３
【特許文献１０】ＤＥ １００ １７ １４７ Ａ１
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【特許文献１１】ＵＳ－Ａ－５ ３３７ ７３３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、操作が簡単で、一方で充分に可変性があり他方で充分に硬直性をもつ、前述
した種類のガイド装置を創造することの課題を根拠としている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この課題は特許申請１の特徴を有するガイド装置の発明により解決される。有利な応用
例は本申請中の対象に含まれる。
【００１６】
　本発明に従うと、制御配置は、第一ケーブルストリングと第二ケーブルストリングとに
沿った異なる極性の磁場が、ケーブルストリング相互の引き付けを起こすよう選んで発生
させられるように形成されている。これは次のような利点をもたらす。すなわち、磁場が
起こらない限り各ストリングとそのガイド装置は非常に可変性があり、反対に磁場が発生
するとストリングの相互の引き付けによってガイド装置は十分硬直である。従ってこの発
明のガイド装置は、人体導管内に装置を導入する時など一方で可変性を持ち、特に血管の
分岐点領域にカテーテルを挿入する際には反対に十分に硬直性を示して、目的とする血管
からガイド装置がはみ出すのを排除できる。このようなガイド装置は、従って、ガイド装
置操作の際にどちらの特性が好ましいかにより、二つのむしろあい異なる特性、つまり一
方で充分な可変性、他方で十分な硬直性を結び合わせている。
【００１７】
　有利なことに、第一或いは第二のケ－ブルストリングまたはその両方が磁化できる物質
、特に弱磁気素材でできている。これにより、所望の磁場を作ることが可能であり、必要
であればまたその磁場を消去させ、実際の応用時のガイド装置に必要な可変性または硬直
性を与えることができる。本発明の別の応用例では、第一ないしは第二ケーブルストリン
グが非磁気化素材で作られ、磁気化可能な被膜を与えられている。これは、個々のケーブ
ルストリングが多数の素材から選択できることを示している。従って、全部のケーブルス
トリングを磁気化可能な物質で作らなくてもよいことがわかる。つまり、ケーブルストリ
ングの外部被覆に磁気化可能な被膜を与えることだけで十分である。従ってこのようなケ
ーブルストリングは同様に磁気化可能である。
【００１８】
　本発明の有利な応用例によると、第一或いは第二ケーブルストリングは充填物体または
中空物体で形成されており、特に両方のケーブルストリングが中空物体で形成され、制御
配置には各ケーブルストリング中の磁気化可能な液体がある。この場合には、各ケーブル
ストリングの中空物体は完全に非磁気化可能な物質からできていてよい。それは、ケーブ
ルストリングの相互の引合いが各中空物体内にある磁気化可能な液体によってもたらされ
るからである。
【００１９】
　有利なことに、前述の磁場は電流によって起こる、すなわち、ケーブルストリングに電
圧をかけることによって発生させられる。磁場は単に電圧をかけたり切ったりすることに
よる電場に基づいて発生させられる。磁場は電磁的に或いは単に前述のように導線を流れ
る電流によって発生させられる。電場とそれに伴う磁場はそれゆえ特に迅速に建てたり解
いたりできる。電圧は簡単に、検査中の身体に介入することなしに、直接ガイドケーブル
に添えることができるので、人間または動物の体に悪い影響を及ぼすことが全くない。
【００２０】
　この発明の応用例によれば、ケーブルストリングは近接して平行して向き合うか、特に
互に縒り合わさって配置されている。とりわけ場所をとらない施行例に於いては、ケーブ
ルストリングが互いに同心円状に配置されており、そこでは特にケーブルストリングのひ
とつが中心におかれ、他のケーブルストリングが螺旋状に放射状に中心のケーブルストリ
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ングを囲んで配置されている。螺旋状の外側ケーブルストリングはガイド装置の可変性が
特に高くなるように寄与しており、比較的小径で曲げられるようになっている。
【００２１】
　本発明の特に好ましい応用例によれば、第一ケーブルストリングが中心に配置され、こ
の第一ケーブルストリングの外側をとりまくように複数の第二ケーブルストリングが互い
に少しづつ一定区間離れて配置されている。これにより、ガイド装置には一方で良い可変
性が得られ、第一ケーブルストリングと第二ケーブルストリングが互いに引き合う時には
他方で十分な硬直性は得られる。
【００２２】
　有利なことに、ケーブルストリングは、その相互の引き付けを起こす為に電磁場が発生
する際に、互いに平面状に密接するように形成されている。これにより、ケーブルストリ
ング間の接触が良くなり、場をかけたときのケーブルストリング間の相互の動きを完全に
おさえることができ、実際に体内の湾曲部に於けるガイド装置の全体的な硬直性を高める
ことができる。
【００２３】
　本発明の別の応用例によれば、磁場は永久磁石的に発生でき、ここでは各ケーブルスト
リングがその奥行きにわたって放射方向に極性を交互に反転させている。この施行例は、
各ケーブルストリング相互の引き付け又は反発が単にケーブルストリングを軸方向に向か
い合ってずらすことによって得られるという利点がある。極性は各ケーブルストリングに
沿って継続的に変化するので、軸方向にケーブルストリングを少しずらすだけで所望の反
発または引き付けを生じさせる。
【００２４】
　有利なことに、制御装置は、ケーブルストリングの向き合う表面の相互の接触または干
渉が特にかみ合いの形で可能にしており、圧力をかけられた流体、特に液体または気体を
ケーブルストリング間の隙間に導入することにより表面を互いから隔離することを可能に
している。ケーブルストリングの向き合う表面の相互の接触または干渉によって前述の表
面間の摩擦を強く高めることができ、それによって前述のケーブルストリング間の相対的
な動きを広範囲わたって抑えることができる。他方で、上述の処置によって表面が互いに
分離すると、ケーブルストリングは非常に可変性に富むことができる。
【００２５】
　本発明の特に好ましい応用例によると、ケーブルストリングの向き合う表面の相互の接
触または干渉は、特に追加的に真空をかけられた状態下で流体の排出によって引きおこさ
れる。これによって、ガイド装置を頻繁に使用した後でも各ケーブルストリングが密接し
合い、ケーブルストリング間の相対的な動きを阻止するように寄与できる。場合によって
は、この効果はすでにケーブルストリングの向き合う表面の相互の接触または干渉を得る
ために真空をかけることによって達成でき、向き合う表面になんらかの加工をしたり、か
み合いを組み込んだりせずに済む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　発明対象の実施例は次に図面をもって詳しく説明されている。ここでは、すべての記述
および図面に示された特徴はそれ自身またはその任意の組み合わせを含めて、申請または
再出願の要約とは無関係に、前述の発明の対象を構成する。
【００２７】
　図１にはガイド装置１が概略横断面で表示されている。このガイド装置１は発明の範囲
に属さない施行例に従って形成されている。このガイド装置はこの施行例に従って、一つ
の中心に位置する管又は気嚢の第一ストリング２を有している。このストリングは伸張性
の弾力性物質からできており、その円周表面９の周りを複数のケーブル製第二ストリング
３によって楔状の間隙１７を残しながら密接に取り巻かれている。図１に表示した施行例
では、五つの第二ストリング３が第一ストリング２の外周面９のまわりを取り巻いて配置
されている。これら第二ストリング３は表示した施行例によるときっちりと外側覆い１３
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によって取り囲まれている。この外側覆いは特にほとんど伸縮性のない物質で作られてい
る。
【００２８】
　図１に表示した正面図が発明のガイド装置１の誇張した拡大図を示していることは明白
である。さらに、それぞれケーブルストリングの形に形成されている第二ストリング３が
五つ以下又は五つ以上でありうることも明白である。
【００２９】
　ストリング２，３は一つの装置８を組み込んでおり、それによってストリング間の相対
運動が許容されたり広範囲に阻止されたりできる。この制御装置８は、図１では破線で示
唆した拡がった状態の第一ストリング２が複数の第二ストリング３に図中矢印Ｄで示した
放射方向の圧力を加えるように形成されている。その目的で、第一ストリング２、すなわ
ち管または気嚢の内部空間１８は、制御装置８を手段として圧力下にある流体１９、好ま
しくは液体によって膨らませることが可能である。図１では流体１９は単に概略的に示唆
されている。流体がストリング２中の内部空間１８を通常完全に充填することは明白であ
る。
【００３０】
　図１に示唆したように、第一ストリング２と複数の第二ストリング３および第二ストリ
ング同士は第一ストリング２の拡がった状態でなくともすでに互いに触れ合っている。図
１中で破線で示した第一ストリング２の拡がった状態では第一ストリングと複数第二スト
リングおよび第二ストリング同士は特に平面状に相互密接する。
【００３１】
　さらに、図１に示唆したように、外側覆い１３には奥行き方向に巻かれた螺旋状ケーブ
ル２０がある。図１では単にその一部のみが示してある。
【００３２】
　同様に、図の２から４および７に於いては明解のために断面を示す斜線が省いてあり、
ここでは“ケーブル”という概念が、通常の広範囲にわたる意味に於いて、あらゆる種類
の物質からできた細く長い物体を表す為に使われている。
【００３３】
　図の２から４、および、７から９には、カテーテル（ここでは特に詳しく示していない
）を、特に人体導管内（図示していない）に配置する為のガイド装置１の異なる施行例の
概略断面図を示す。このガイド装置はここではそれぞれ所謂ガイドケーブルの形で形成さ
れている。カテーテルは例えば金属、ガラス、合成物質またはゴムからなる小管で、たと
えば膀胱のような身体臓器に挿入してこの臓器を空にしたり、満たしたり、洗浄したり、
診察したりするためのものである。人体導管は、例えば人間または動物の体内の静脈或い
は動脈のような血管を指す。
【００３４】
　ストリング２，３は以下に於いてケーブルストリングと呼ぶ。ガイド装置１は長く延び
た第一ケーブルストリング２と、第一ケーブルストリング２に近接して走る少なくとも一
本の長く延びた第二ケーブルストリング３を有している。図２の施行例に於いては１１本
の第二ケーブルストリング３が置かれ、図３の施行例に於いては３本の第二ケーブルスト
リング３が置かれ、図４の施行例に於いては一本の第二ケーブルストリング３が配置され
、図７の施行例に於いては３本の第二ケーブルストリング３が置かれ、図８の施行例に於
いては一本の第二ケーブルストリング３が置かれ、図９の施行例に於いては２本の第二ケ
ーブルストリング３が用意されている。
【００３５】
　本発明によると、ケーブルストリング２と３には装置８が組み込まれ、それによってケ
ーブルストリング２と３との間の相互の動きを許容するか或いは少なくとも困難にする可
能性を目的にあわせて制御できる。この装置８は以下で制御装置と呼ぶ。
【００３６】
　制御装置８は本発明によると、一方で第一ケーブルストリング２に沿って、他方で第二
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ケーブルストリング３に沿って異なる極性５の磁場４がケーブルストリング２と３の引き
付けを交互に引き起こすように構成されている。形成ないし分解可能な場４または力は図
の２と８に於いては単に概略的に示唆されているが、この場が発生された限り、各第一ケ
ーブルストリング２と各第二ケーブルストリング３の間にこの種の場が存在するのは明確
である。第一ケーブルストリング２と第二ケーブルストリング３の異なる極性５は、例え
ば図２，３および８に於いては“＋”または“－”の印で、図４から７においては文字“
Ｎ”と“Ｓ”で示唆されている。“＋”と“－”はプラスとマイナスの電荷を表し、“Ｎ
”と“Ｓ”は磁場の北極と南極を示す。
【００３７】
　一施行例によると、第一ケーブルストリング及び第二ケーブルストリングないし第一ケ
ーブルストリング又は第二ケーブルストリングが磁気化可能な物質特に弱磁気材料から製
作されている。他の施行例によると、第一ケーブルストリング及び第二ケーブルストリン
グないし第一ケーブルストリング又は第二ケーブルストリングが非磁気化可能物質から製
作され、その表面に磁気化可能な被覆７を与え、ここではケーブルストリング２，３のそ
のつど他のケーブルストリングの方向にむく部分だけに被覆を施すことが可能である。こ
れは、例えば図３の施行例では部分円筒状の第二ケーブルストリング３の表面６にみられ
る。図４の施行例に於いては、半部分円筒１１，１２の表面１０に磁気化可能被覆７が施
されている。
【００３８】
　いくつかの表示した施行例によれば、第一ケーブルストリング２ないし第二ケーブルス
トリング３は充填物体（図２から４および７参照）あるいは中空物体からなっている（第
二ケーブルストリング３に関して図８と９を参照）。
【００３９】
　本発明のここには表示していない施行例によると、ケーブルストリングの両者が中空物
体から形成され、各ケーブルストリング内に磁気化可能な液体が装填されていて、磁場を
かけた際に、隣接しているかまたは円心状に配置されたケーブルストリングの相互の引き
付けが可能になっている。磁気化可能な液体にはたとえば磁気粒子または磁気化可能粒子
のコロイド状の特に安定した浮遊液がある。多くの場合、約１０ｎｍの粒子が使われ、油
酸のような表面活性物質による覆いによって磁気相互作用の影響の際に層を成すのを防い
でいる。担体液体としては、水または油およびその他の溶液が役に立つ。磁気化可能な液
体は磁場によってあらゆる場合に保持される。この技術効果はガイド装置の硬直化にも使
用できる。
【００４０】
　磁場４は、ここでは表示されていない電圧をかけることによって、ケーブルストリング
２と３あるいは磁気化可能な被膜７に発生させられる。
【００４１】
　ケーブルストリング２，３は、図の２から７に従えば、互いに近接して平行に配置され
ている。図７にはガイド装置１の他の施行例による概略断面が示されており、ここでは図
４の施行例がさらに半分化されていて、この施行例でも各ケーブルストリング２，３が互
いに近接して平行に配置されている。
【００４２】
　ここでは詳細に表示していない施行例によれば、ケーブルストリング２，３を互いに縒
ることも可能である。
【００４３】
　図８に表示された施行例では、ケーブルストリング２，３は互いに円心状に向き合って
配置されている。ここでは第一ケーブルストリング２が、中空体として形成されている第
二ケーブルストリング３内の中心に位置している。
【００４４】
　本発明の施行例で、ここでは表示されていない他の施行例によれば、ケーブルストリン
グの一つ、例えば第一ケーブルストリング２が中心に位置して、他のケーブルストリング
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、例えば第二ケーブルストリング３が螺旋状に放射状に外側に位置して第一を取り巻くよ
うに配置されている。
【００４５】
　図２に詳細に表示された施行例で示唆されているように、第一ケーブルストリング２は
中心に内側に位置して配置され、円形状の横断面を備えている。第一ケーブルストリング
２の外域を取り囲むように、複数の第二ケーブルストリング３が、この施行例では互いに
等間隔を置いて配置されている。例えば、図２の施行例では、１１本の第二ケーブルスト
リング３が組み込まれており、それぞれが同様に円形状の横断面を示しているが、第一ケ
ーブルストリング２の直径は明らかに複数の第二ケーブルストリング３のそれぞれの直径
より大であり、それぞれの第二ケーブルストリング３の第一ケーブルストリング２からの
間隔は、近接する第二ケーブルストリング３どうしの間隔より明らかに小さい。
【００４６】
　図３に表示した施行例では、第一ケーブルストリング２は等辺三角形の横断面を有し、
この施行例の第二ケーブルストリング３それぞれの表面６は、この表面６の幅が、等辺三
角の形の第一ケーブルストリング横断面の三角辺の一辺の長さに相当するように形成され
ている。第二ケーブルストリング３は部分円筒状または円筒切片形に形成されている。図
１と２の施行例のケーブルストリング２，３はさらに外覆い１３によって被覆されており
、図２では単に破線で示唆されている。
【００４７】
　図４に表示した施行例では、第一ケーブルストリング２と第二ケーブルストリング３と
がほぼ同一に形成され、半円筒状の形をとってる。部分半円筒１１と１２は、一緒に組み
合わせた状態では円形の横断面をもたらす。この例でもケーブルストリング２，３は特に
外覆い１３で被覆されている。
【００４８】
　本発明の図４から７に表示した施行例によると、磁場４はそれぞれのケーブルストリン
グ内のみならずケーブルストリング相互にも永久磁化が可能であり、図４に従って図５に
表示したガイド装置１の平面図上のそれぞれにあるように、但しここではケーブルストリ
ング個々は互いに離れて表示してあるが、各ケーブルストリング２，３はその奥行きに沿
って放射方向に交互に反対に極性化されている。これによって、図５のケーブルストリン
グ２，３の軸方向配置ではケーブルストリング２，３相互の引き付けが起こる。図５では
これを向かい合った矢印Ａで明瞭にしてある。
【００４９】
　図６に示唆したように、もし第二ケーブルストリング３が第一ケーブルストリング２に
対して軸方向に矢印Ｂで示した方向にずらされると、ケーブルストリングの同じ極性がむ
きあうので、ケーブルストリング２，３は互いに反発する。図６にはこれが互いから離れ
る方向に向いた矢印Ｃで明瞭にしてある。図５の配置に由来する図６に示したケーブルス
トリングの反発効果が、第一ケーブルストリング２を第二ケーブルストリング３に対して
軸方向にずらしても得られることは明らかである。
【００５０】
　図７の示した施行例では、ケーブルストリング２，３は四半分円筒状で同一に形成され
ているので、四つの向かい合って配置されかつ隣接するケーブルストリングは円形横断面
をつくりだす。この施行例でも、それぞれの極性は、磁場４と共に短記号“Ｎ”と“Ｓ”
で明瞭にしてあり、各ケーブルストリング内だけでなくケーブルストリング相互にわたっ
ている。
【００５１】
　この場合でも、個々のケーブルストリング２，３は図５，６に示唆した施行例の類似し
て軸方向に互いにずらす事ができ、それによって図５に示唆したよう互いに向かい合わせ
のケーブルストリングに同極性を発生させてケーブルストリングを互いに反発させること
ができる。その点では、図４から７までの施行例のケーブルストリング２，３は永久磁石
の形をとって形成されている。
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【００５２】
　別の施行例では、ケーブルストリング２，３がそのつどまた円形の横断面を示し、隣接
して配置されている(ここでは表示していない)。この場合は、これらのケーブルストリン
グの向き合った表面を、ケーブルストリングの相互の引合いの際に線状ではなくケーブル
ストリングの表面接触が可能であるように整形できる。
【００５３】
　第一ケーブルストリングの第二ケーブルストリングに対する間隔、または複数の場合に
は複数の第二ケーブルストリングに対する間隔が図２から９では相対して非常に拡大して
表示されており、特に図２と３の施行例では外覆い１３が第二ケーブルストリング３に密
接できることは明白である。
【００５４】
　本発明の図８に示した施行例では、第一ケーブルストリング２が円形の横断面を有し、
円形の横断面を持つ筒状につくられた第二ケーブルストリング３の中に置かれている。こ
の施行例でも、第一ケーブルストリング２と第二ケーブルストリング３との間隔が非常に
拡大して描かれており、実際は第一ケーブルストリング２の外径は第二ケーブルストリン
グ３の内径よりほんのわずか小さいだけであることは明白である。必要であれば、第一ケ
ーブルストリング２と第二ケーブルストリング３の間の円形状空間１４内に潤滑液があっ
てもよい。しかしこのような潤滑液を省略してもかまわない。
【００５５】
　ガイド装置１の他の施行例が図９に概略横断面で表示されている。外覆い１３の中に三
つのケーブルストリング、すなわち一つの第一ケーブルストリング２と二つの第二ケーブ
ルストリング３があり、これらは同一の横断面を有している。この施行例では制御装置８
が次のように形成されている、すなわち、制御装置は、向き合う表面１０の相互接触また
干渉を、特に図９には単に概略的に示唆したかみ合い１５の形例えばケーブルストリング
２，３の向き合った表面にある細毛の形で、可能しており、表面１０を互いに分離させる
ことを、ケーブルストリング２，３間の間隙１６に加圧された流体特に液体またはガスを
導入することによって、可能にしている。同様にして、ケーブルストリング２，３と外覆
い１３との間の円形状空間１４に流体を導入することができる。部分円筒状に整形された
ケーブルストリング２，３の向き合った表面１０の相互接触または干渉は、例えば、特に
追加的に真空をかけられた状態下で流体を排出することによって引き起こすことができる
。
【００５６】
　図３から８に示した施行例では、ケーブルストリング２，３は、磁場４の発生の際、平
たく互いに密接し、それによってガイド装置１の顕著な硬化可能性に役立つように形成さ
れている。ケーブルストリングの相互の引き付けを起こすのに必要な磁場を発生させるた
めに、第一ケーブルストリング２と第二ケーブルストリング３とにプラスまたはマイナス
に帯びさせることは明らかである。ケーブルストリングの相互の引き付けによって、ガイ
ド装置１の硬化が得られる。このような硬化は、そのつど人体導管中にケーブルが入って
いるようなガイド装置の置かれた状態において可能である。
【００５７】
　ガイド装置１もしくはガイドケーブルは、簡単には捻じ曲げられない性質を有している
、つまり、ねじりに強い。ガイドケーブルはさらにゆがみ剛性、横応力性および非折り曲
げ性を持つ。ガイドケーブルは十分に可変性で、滑性があり、例えば０．９ないし１ｍｍ
の直径を有する。これにより、この発明のガイド装置は扱いやすく、ガイド装置の横断面
に関して大きめの穴を作らなくても良い。さらに、ガイドケーブルのケーブルストリング
用に選択された物質に関連して十分な可変性がある。本発明のガイド装置とあいまってす
べての通例のカテーテルが適用できる。取り扱いは危険がなく簡単である。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明のガイド装置は上述のように特に人体導管内にカテーテルを配置する為に導入で
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きる。しかしながら、このようなガイドケーブルを工業技術に導入することも可能であり
、必要であればさらに太いガイドユニットを適用できる。たとえば、ゾンデボーリングま
たは深海ボーリング(例としてオイル産出)、あるいはガイドの硬直化が役立つ無重力にお
ける事象などが考えられる。
【００５９】
　このようにして、一方で十分に可変性があり他方で十分に硬直性があるガイド装置が創
作され、本発明のガイド装置は取り扱いが簡単である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】発明の範囲に属さない一施行例による、特に人体導管にカテーテルを配置する為
のガイド装置の極端に拡大した概略断面図（但し、図１に於いては明解のために断面を示
す斜線が省いてある。）。
【図２】発明の一施行例による、特に人体導管にカテーテルを配置する為のガイド装置の
極端に拡大した概略断面図。
【図３】発明の別の一施行例によるガイド装置の極端に拡大した概略断面図。
【図４】発明の他の一施行例によるガイド装置の極端に拡大した概略断面図。
【図５】図４のガイド装置の概略平面図で、両ケーブルストリングが相互に間隔をおいた
状態を示す。
【図６】図４に示したガイド装置の概略平面図で、両ケーブルストリングが相互に間隔を
置き、互いの位置をずらした状態を示す。
【図７】別の一施行例によるガイド装置の概略断面図。
【図８】他の一施行例によるガイド装置の概略断面図。
【図９】別の一施行例によるガイド装置の図解断面図。

【図１】 【図２】
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【図５】
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