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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シース・チューブの基端部分（１０２）に固着される先端部分（１１２）と、基端部（１
２０）および基端部分と、前記先端部分と基端部分との間の移行部分（１２８）と、これ
らを貫通して延在する空洞部（１３０）とを有するハブ本体を含む、剥ぎ取り式シース・
アセンブリ（１００）用のハブ（１１０）であって、
　前記ハブ（１１０）は、前記シース・チューブ（１０２）への組付けの際に、シース・
チューブの１対の対向する易壊性シーム（１０８）に整列可能な１対の対向するギャップ
（１２２）によって区分される、２つの対向する部分（１１６，１１８）からなり、
　前記移行部分（１２８）は裁頭円錐形をなし、前記ハブの２つの対向する部分（１１６
，１１８）は、易壊性ウェブ（１２４）によって前記ギャップ（１２２）の部分内で共に
接合され、該易壊性ウェブは、前記移行部分に沿って設けられており、基端部分および先
端部分において前記ギャップ（１２２）を横切らないことを特徴とする、ハブ（１１０）
。
【請求項２】
前記移行部分（１２８）においてギャップ（１２２）は、前記ハブ（１１０）の外面から
、前記易壊性ウェブ（１２４）にて収束するように部分的にＶ字型の断面を有する内方ギ
ャップ端部分まで径方向内方に延在する、請求項１に記載のハブ（１１０）。
【請求項３】
各ハブ部分（１１６，１１８）は、それ自体から横方向外向きに延在する把持可能翼状タ
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ブ（１１４）を備え、該把持可能翼状タブ（１１４）により、前記ハブ（１１０）の分離
の開始が可能となる、請求項１に記載のハブ（１１０）。
【請求項４】
前記ハブ（１１０）は、内方レッジまで先端方向に延在する弁受容空洞部（１３０）の大
径基端部分を備え、前記内方レッジは、止血弁シールの一部を受けるようになされた弁台
座溝凹部（１３６）を画成し、前記易壊性ウェブ（１２４）は前記内方レッジの基端方向
へ延びない、請求項１に記載のハブ（１１０）。
【請求項５】
シース・チューブ（１０２）と、請求項１に記載のハブ（１１０）と、前記ハブ内に配設
されて固定される止血弁シール（１５０）とを有する、患者の血管系内にカテーテルを挿
入するための剥ぎ取り式シース・アセンブリ（１００）であって、前記シース・チューブ
（１０２）は、先端部と、基端部分（１０４）と、これらの間に延在する通路とを有し、
さらに、その長さ方向に１対の対向する易壊性シーム（１０８）を有し、前記ハブ（１１
０）の先端部分（１１２）は、前記シース・チューブの基端部分（１０４）に固着され、
前記ハブ（１１０）は、前記基端部から前記移行部分（１２８）まで延在する弁受容空洞
部（１３０）を備えて、前記ハブ（１１０）を貫通して延在する通路とからなり、
　前記２つの対向するハブ部分の各々は、それ自体から横方向外向きに延在する把持可能
翼状タブ（１１４）を備え、該把持可能翼状タブ（１１４）により、シース・アセンブリ
の分離の開始が可能となり、
　前記止血弁シールは、医療デバイスを中に挿入することを可能にするための、その全体
にわたってスリット（１５８）を有し、かつ、閉鎖先端部（１５４）および先端部分（１
５２）と、基端部（１６４）および基端部分と、該基端部から前記閉鎖先端部（１５４）
まで延在する空洞部（１６２）とを有し、該止血弁シール（１５０）はさらに、前記ハブ
（１１０）のギャップ（１２２）および前記シース・チューブ（１０２）のシーム（１０
８）に整列される１対の対向する易壊性ウェブ（１７２）を有し、
　前記ハブ（１１０）のギャップ（１２２）と、該ハブおよび前記止血弁シール（１５０
）の易壊性ウェブ（１２４，１７２）とは、シース・アセンブリ（１００）を貫通して延
在するカテーテルからシースを引き剥がして分離させて取り除くための、前記ハブ（１１
０）の翼状タブ（１１４）の操作の際の施術者による分離を容易にするように、前記シー
ス・チューブ（１０２）の易壊性シーム（１０８）に整列されることを特徴とする、剥ぎ
取り式シース・アセンブリ（１００）。
【請求項６】
前記止血弁シールの易壊性ウェブ（１７２）は、部分的にＶ字型の断面を有し、前記止血
弁シール（１５０）の内面から、軸線方向に沿って、該止血弁シール（１５０）の外面か
ら内方に離間した位置へ向かって、径方向外方に延在する、請求項５に記載のシース・ア
センブリ（１００）。
【請求項７】
スリット（１６６）が、前記止血弁シール（１５０）の基端部に隣接する前記易壊性ウェ
ブ（１７２）を貫通して画成される、請求項６に記載のシース・アセンブリ（１００）。
【請求項８】
前記止血弁シール（１５０）は、その円筒状壁部（１６２）から径方向外方に延在する環
状台座フランジ（１６８）を備え、スリット（１６６）が、前記環状台座フランジ（１６
８）を貫通して軸方向に画成され、前記止血弁シール（１５０）の易壊性ウェブ（１７２
）に整列される、請求項６に記載のシース・アセンブリ（１００）。
【請求項９】
前記止血弁シール（１５０）は、前記対向する易壊性ウェブ（１７２）の間で角度をなし
て離間された、該止血弁シールの先端部分（１５２）に沿った１対の対向する側壁部（１
５６）を有し、該側壁部（１５６）は、前記止血弁シールの円筒状壁部（１６２）から先
端方向に延在して収束し、前記止血弁シールの先端部（１５４）にて終端し、前記止血弁
シール（１５０）は、前記先端部（１５４）を軸方向に貫通し、かつ、該先端部の少なく
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とも一部にわたるスリット（１５８）を備え、該スリットは、前記止血弁シール（１５０
）の易壊性ウェブ（１７２）に整列される、請求項５に記載のシース・アセンブリ（１０
０）。
【請求項１０】
前記止血弁シールの対向する側壁部（１５６）は、横方向先端壁部において終端し、該先
端壁部は、前記スリット（１５８）を備える、請求項９に記載のシース・アセンブリ（１
００）。
【請求項１１】
前記ハブ（１１０）の弁受容空洞部（１３０）内に前記止血弁シール（１５０）を固定す
るように、前記ハブ（１１０）の基端部に接合される、弁保持部分（１８０）をさらに備
え、該弁保持部分（１８０）は、前記ハブ（１１０）のギャップ（１２２）に整列される
ギャップ（１８４）によって完全に分離される２つの対向部分（１８２）からなり、前記
弁保持部分（１８０）のギャップ（１８４，１２２）および前記ハブのギャップ（１８４
，１２２）は、前記シース・チューブ（１０２）の易壊性シーム（１０８）ならびに前記
ハブ（１１０）および前記止血弁シール（１５０）の易壊性ウェブ（１２４，１７２）に
整列される、請求項５に記載のシース・アセンブリ（１００）。
【請求項１２】
前記弁保持部分（１８０）は、前記ハブ（１１０）の基端部にそれぞれ固着される２つの
分離半部（１８２）からなるキャップ（１８０）である、請求項１１に記載のシース・ア
センブリ（１００）。
【請求項１３】
前記弁保持部分（１８０）は、その基端部に、台座凹部（１９６）を画成する外方環状フ
ランジ（１９０）を備え、前記ハブの基端部（１２０）は、前記弁保持部分（１８０）の
外方環状フランジ（１９０）に接続される前記ハブの基端部（１２０）から延在する、基
端方向に突出するフランジ（１３２）を備え、該基端方向に突出するフランジ（１３２）
は、前記ハブ（１１０）に前記弁保持部分を固着させる際に、前記外方環状フランジ（１
９０）の台座凹部（１９６）内に受けられる、請求項１１に記載のシース・アセンブリ（
１００）。
【請求項１４】
前記止血弁シール（１５０）は、その基端部分を画成する円筒状壁部（１６２）と、前記
基端部（１６４）から先端方向に離間され、前記円筒状壁部（１６２）から径方向外方に
延在する環状台座フランジ（１６８）とを備え、前記弁保持部分（１８０）は、基端部分
から先端方向に延在する外方環状フランジ（１９０）を備え、内方円筒状壁部（１９４）
が、該外方環状フランジ（１９０）から径方向内方に離間されて、前記止血弁シールの基
端部分に接続される深台座凹部（１９６）を画成して、組立て時に該深台座凹部（１９６
）内に前記止血弁シールの基端部分を受け、前記外方環状フランジ（１９０）の先端部分
（１９２）が、前記止血弁シール（１５０）の環状台座フランジ（１６８）内に画成され
る基端台座凹部（１７２）内に受けられる、請求項１１に記載のシース・アセンブリ（１
００）。
【請求項１５】
前記ハブ（１１０）は、内方レッジまで先端方向に延在する前記ハブの弁受容空洞部（１
３０）の大径基端部分を備え、前記内方レッジは、組立て時に、該レッジが前記環状台座
フランジの先端凹部（１７４）内に受けられるとともに、前記止血弁シール（１５０）の
環状台座フランジ（１６８）の先端部分を中に受けるようになされた弁台座溝凹部（１３
６）を画成し、それにより、組立て時に、前記止血弁シール（１５０）の環状台座フラン
ジ（１６８）は、前記弁保持部分（１８０）の外方環状フランジ（１９０）と前記ハブ（
１１０）の内方レッジとの間で圧縮される、請求項１４に記載のシース・アセンブリ（１
００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、医療デバイスに関し、より詳細には、患者の血管系内へのカテーテルなどの
挿入または挿設において使用するためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カテーテルは、極めて多数の医療処置において使用される。とりわけ、カテーテルは、
血液透析のためなど、身体全体にわたる様々な静脈領域および血管への流体の導入、また
はそれらからの流体の除去のために使用される。カテーテルを身体に導入するための処置
は、細心の注意を要する複雑なものである。カテーテル挿入にとって特に複雑な１つの問
題は、失血および患者への外傷を最小限に抑えつつ、カテーテル挿入されることとなる皮
膚や軟組織、および血管内の穴を拡張することである。一般的には、血管内に任意のカテ
ーテルを挿入するためには、血管は、セルディンガー法により、長い中空針を用いた吸引
によって確認される。血液が針に装着された注射器に進入して血管が見つかったことを示
すと、次いで、細いガイドワイヤが、典型的には注射器の針または他の誘導デバイスを介
して、血管の内部に導入される。次いで、誘導デバイスは、除去され、血管内にガイドワ
イヤが残される。ガイドワイヤは、皮膚の表面を越えて突出する。
【０００３】
　この時点において、医師は、カテーテルを配置するために、複数のオプションを利用す
ることが可能である。最も簡単なオプションは、ガイドワイヤを介して血管内に直接的に
カテーテルを送ることである。次いで、ガイドワイヤは除去される。しかしながら、この
技法は、カテーテルが、比較的小径からなり、剛性材料から作製され、ガイドワイヤより
もさほど太くない場合にのみ用いることが可能である。しかしながら、カテーテルが、比
較的大径からなり、および／または、軟性材料から作製されていない場合には、血管内に
カテーテルを挿入する１つの好ましい方法は、誘導シースを介するものである。誘導シー
スは、単なる太い剛性薄壁チューブであり、これは、配置されるカテーテルの一時的な導
管としての役割を果たす。シースは、長手方向軸線に沿って中空の通路を有する拡張器を
シースの内部に配置し、拡張器およびシースの両方を共にガイドワイヤを介して血管内に
送ることによって配置される。拡張器は、血管内へのカテーテルの挿入を可能にするよう
に、血管内の開口部を拡張する。次いで、ガイドワイヤおよび拡張器は除去され、薄壁シ
ースが定位置に残される。さらに、カテーテルが、シースを介して血管内に挿入される。
【０００４】
　カテーテルの基端部にハブまたは他の付属品を備えるカテーテルが、シースの内径の形
状よりも大きな形状を有する場合には、シースが患者から除去される際に、カテーテルか
ら離れるように分離され得る剥ぎ取り式シースを有することが必要である。拡張器を有す
る、このような剥ぎ取り式の、または分離可能なもしくは引き剥がし可能なシースの１つ
の例が、特許文献１に記載されており、これは、本明細書においては、本明細書の先行技
術の図１および図２において示される。シースが患者から除去される際にシースの長手方
向軸線に沿ってシースを分離させることにより、挿入を行う医師は、患者から除去される
部分が分離されて、カテーテルに対して妨げになるものに遭遇することがなくなるような
方法でシースを引き抜くことが可能になる。一般的には、剥ぎ取り式シースは、シースの
外周上の２つの対向する箇所でのシースの剥ぎ取りを補助して、それによりシースの中心
を通り長手方向に分離される２つの半部に分離するように、製造される。
【０００５】
　シースは一般的には、その基端部にハブを有する構造である。このハブは、ハンドル、
拡張器の対合箇所、および、失血または汚染の防止を補助する平坦面としての役割を果た
す。カテーテルを定位置に残しつつ身体からシースを首尾よく引き抜くために、シースが
分離されることが必要な場合には、ハブもまた、カテーテルから取り除くために、分離さ
れなければならない。好ましくは、このハブは、シースと同一の線に沿って分離する。こ
れを達成するためには、ハブは、シースにおける脆弱部に整列された２つの長手方向線に
沿った、開口部または他の脆弱部を有するように設計されなければならない。これらの脆
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弱部のいくつかの先行例は、ハブの２つの半部に連結されるタブもしくはウェブ、または
、ハブを構成する材料中の凹部である。ハブにおける脆弱部は、挿入を行う医師が、シー
ス上の引裂きシームに沿ってハブを分離させるのを補助する。
【０００６】
　ハブの別の重要な側面は、中心から突出する１組のタブまたは翼部である。これらのタ
ブは、挿入を行う医師がシースを位置合わせし、挿入し、引き抜くのを補助するのみなら
ず、カテーテルを定位置に依然として残しつつシースをカテーテルの周囲から除去するこ
とが可能となるように、シースを引くことをさらに補助する。複数の異なるタブの構成が
あるが、容易な操作性、制御、およびてこ動作を可能にするものを得ることが重要である
。ある設計は、ハブを備え、タブが、シースに引裂きシームを備える面およびシースの長
手方向軸線に対して直交する方向に、ハブから突出する。この設計においては、タブは、
互いに対角方向において反対側に位置し、タブが把持され互いから引き離される際にシー
スおよびハブが中央で２つに分離するように、離間されている。これらのタブの別の望ま
しい特徴は、タブが、身体の切開部に対して外傷を生じさせないように、ハブを分離させ
るためのてこ動作を実現することである。
【０００７】
　挿入の際に、とりわけ、シースからの拡張器の除去とシースを介したカテーテルの挿入
との間において、シースを介した失血が生じるおそれがあり、または、汚染物質もしくは
空気がシースを介して血管内に導入されるおそれがある。そのため、血液、空気、または
汚染物質がシースを介して送られるのを防止するための措置を講じることが望ましい。従
来は、挿入を行う医師は、単にシースの基端部の開口を親指で覆った状態に維持するだけ
であったが、血液、空気、または汚染物質がシースを介して送られるのを防止するための
より永続的で確実な手段が望ましい。したがって、ハブは、シース内に配置された弁を備
えることが、望ましい。この弁により、失血が抑制され、シースが拡張器またはカテーテ
ルに係合されていない場合に、汚染物質が患者の血流に進入する可能性が低減されるとと
もに、シースを介したカテーテル、拡張器、または注射器などの物体の挿入が容易になる
。
【０００８】
　シースが小径を有さない、または細い先端を有さない場合には、しばしば拡張器が、シ
ースの挿入を補助するために使用される。拡張器は、長い管状部分を有し、その外径は、
シースの内径よりも若干小さい。また、拡張器は、その先端部の先端および中空中央部を
有し、中空中央部は、拡張器の全長にわたって延在する。拡張器は、ガイドワイヤが中央
部に通された状態で体内に挿入され、それにより、拡張器の先端は、カテーテル挿入され
るべき位置までガイドワイヤをたどることが可能となる。拡張器は、その基端部上にハブ
を有してよい。シースのハブと同様に、このハブは、拡張器を静脈内に案内するのを補助
するための安定ハンドルを提供するなど、および、シース・ハブと対合してロック連結部
を形成することが可能な機構としてなどの、複数の役割を果たすことが可能である。
【０００９】
　先行技術の図１および図２においては、解除可能な状態で固定する拡張器／シース・ア
センブリと、シースから拡張器を解除し、シースを長手方向に分離させるための方法とが
、提示される。このアセンブリは、拡張器ハブを有する拡張器と、シース・ハブを有する
シースとを備える。シース・ハブは、弁および２つの対向する翼状タブを有し、各タブは
、垂直部分および角度部分、ならびに雌ねじ部分を有する。拡張器ハブは、シース・ハブ
の雌ねじ部分に係合するように設計された雄ねじ部分を有する。拡張器は、拡張器をシー
スに対して９０°回転させ、拡張器をシースから引き抜くことによって、シースから解除
される。シースは、各翼状タブに対してカップリング・モーメントを生成して、シースお
よびシース・ハブを長手方向に分離させることによって、長手方向に分離される。シース
、弁、およびシース・ハブが長手方向に分離された状態において、シースは、カテーテル
を定位置に残しつつ、カテーテルの周囲から除去される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第６７９６９９１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　分離可能なシース用の止血弁を提供すること、ならびに、止血弁および止血弁と共に使
用するためのシース・ハブを備えるシース・アセンブリであって、止血弁およびシース・
ハブが、挿入されたカテーテルの周囲からのシースの除去を容易にするために分離可能で
ある、シース・アセンブリを提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、分離可能シース・チューブおよび分離可能シース・チューブに固着される分
離可能ハブを有する剥ぎ取り式シース・アセンブリであり、ハブは、シース・アセンブリ
の基端部に位置し、シース・チューブは、さらに小径の先端シース端部まで延在し、通路
が、基端部から先端部までアセンブリを貫通して延在し、アセンブリを通る長手方向軸線
を画定する。シース・チューブは、剥ぎ取り処置の際の引き剥がしまたは分離を容易にす
るように、それ自体に沿って対向する易壊性シームを備える。
【００１３】
　本発明のアセンブリは、ハブ内に収容され固着される分離可能止血弁シールをさらに備
える。ハブは、意図的に分離されるまでは、易壊性接合部またはウェブにて互いに対して
接合される２つの対向する部分を備え、それにより、ハブは、患者の血管系内へのカテー
テルの挿入後に施術者によって分離されるまでは、一体化された単一部材ユニットのまま
であり、把持可能翼部が、当技術において既知の態様において、掴むためおよび分離を開
始するために各ハブ部分に接合される。ハブはさらに、２つの対向する部分間に個別の対
向するギャップを設け、これら２つの対向する部分は、ギャップの間の易壊性部分にて共
に接合され、ギャップは、シース・チューブの対向する易壊性シームに整列され、それに
より、施術者がハブを分離すると、シース・チューブもまた、剥ぎ取り処置の進行に伴っ
て分離する。また、ハブの基端部内に収容される弁が、ハブが意図的に分離される際に、
やはり分離可能であるが、それ以外の場合には完全性を維持して止血を行う。弁は、分離
前に、その中への拡張器のおよびその後のカテーテルの挿入を可能にするために、選択的
に開くことが可能であって、拡張器およびカテーテルと共に、ならびに拡張器およびカテ
ーテルの周囲を封止するが、他の場合には閉鎖された状態に留まって、血液の流出を防ぐ
。
【００１４】
　好ましい実施形態においては、分離可能弁は、カモのくちばし形状をなし、また先端部
および基端部を有する長尺状構造部を有しており、このカモのくちばし状構造部は、分離
可能弁の先端部に配設され、１対の角度をつけられた収束側壁部を備える。また、分離可
能弁は、側壁部の収束端部の間を部分的に横切る、好ましくは弁の軸方向中央部を貫通す
るスリットを備える。スリット先端部の近傍で、弁は、その基端部にて円筒状または管状
構造部に移行する。好ましくは、キャップが、ハブの管状基端部分内に弁を固定するよう
に、シース・ハブの基端部に固定可能である。さらに、キャップは、好ましくは、ハブの
ギャップおよびシース・チューブのシームに整列される径方向へ分離される、２つの分離
部品から構成され、各半部は、基端部にてハブのそれぞれの部分に固着されて、施術者に
よる分離処置の妨げになることを防ぐ。
【００１５】
　本発明のシース・アセンブリのハブは、ハブの基端部に隣接する弁収容基端部分を備え
、シース・チューブの基端部に固着される先端部分を備える。ハブの２つの対向する部分
は、それらを離間させる対向するギャップを有するが、意図的に分離されるまで２つの対
向するハブ部分を互いに対して接合させた状態に保つように、ギャップ内に易壊性部分を
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有する。対向するギャップは、シース・チューブの易壊性シームに整列される。好ましく
は、易壊性部分は、基端ハブ部分と先端ハブ部分との間の軸方向における移行部分に、お
よびハブの直径が狭まる弁収容基端部分の先端部に配置され、薄いウェブ部分を備える。
【００１６】
　本願明細書に援用され、この明細書の一部を構成する、添付の図面が、本発明の現時点
において好ましい実施形態を示し、上述の概略的な説明および以下に提示される詳細な説
明と共に、本発明の特徴を説明する役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】先行技術のシース／拡張器アセンブリを示す等角図。
【図２】拡張器が除去された状態の、図１のアセンブリのシースを示す等角図。
【図３】シース・チューブの基端部のシース・ハブおよび弁キャップ、ならびにシース・
チューブのシームに整列されたハブのギャップを示す、本発明の剥ぎ取り式アセンブリの
拡大等角図。
【図４】図３のアセンブリの分解図であり、分離可能弁をさらに示す図。
【図５】図４の分解されたシース・アセンブリの断面図。
【図６】組み立てられた図４のハブ、弁、およびキャップの断面図。
【図７】ハブ易壊性ウェブの位置を示す、ハブのギャップ内を直接覗いた、図３のシース
・アセンブリ基端部の立面図。
【図８】易壊性ウェブが２つのハブ部分を接合するのを示す、図７のアセンブリから約９
０度回転された、図７のアセンブリの正面断面図。
【図９】本発明の分離可能弁の先端部のごく近い位置に沿った、シース・アセンブリの横
断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図面においては、同様の数字は、全体にわたって同様の要素を示す。本明細書において
は、特定の用語が、便宜上の目的のみによって使用されるが、本発明を限定するものとし
て解釈されるべきではない。「先端」および「基端」という用語は、患者からより離れた
方向および患者に対してより近い方向をそれぞれ指す。用語は、具体的に述べられた語、
その派生語、および類似の意味の語を含む。以下において示される実施形態は、包括的な
ものとしては意図されず、開示される正確な形態に本発明を限定するようには意図されな
い。これらの実施形態は、本発明の原理と、その用途および実際の使用とを最もよく説明
するために、ならびに、他の当業者が本発明を最もよく活用し得るように、選択され記述
される。
【００１９】
　先行技術である図１および図２においては、拡張器１２およびシース１４を備え、長手
方向軸線「Ｌ」を有する、シース・アセンブリ１０が示される。拡張器１２は、その基端
部に拡張器ハブ１６を有し、拡張器１２の先端部分１８が、シース１４の先端部２０を越
えて先端２２まで延在する。シース１４は、シース・チューブ２４、およびシース・チュ
ーブの基端部にシース・ハブ２６を備え、図２においては、拡張器が除去された状態で示
される。シース・ハブ２６は、施術者が容易に分離を開始して挿入されたカテーテル（図
示せず）からシースを引き剥がせるように、把持可能翼部２８を備えることが分かる。カ
テーテルの周囲からシース１４を容易に分離させるために、シース・チューブは、１対の
対向する易壊性シーム３０を有し、シース・ハブ２６は、シーム３０に整列された対向す
るギャップ３２に沿って易壊性ウェブを備える。シース１４の基端部３４は、拡張器を除
去するまで拡張器ハブ１６に固定するための、ねじ式ロック構成部を備える。
【００２０】
　本発明のシース・アセンブリ１００が、図３から図９に示される。このシース・アセン
ブリは、基端部分１０４を備えて先端部まで延在するシース・チューブ１０２を備え、通
路１０６（図４）が、シース・チューブ１０２の基端部分１０４と先端部との間に延在し



(8) JP 5613560 B2 2014.10.22

10

20

30

40

50

て長手方向軸線を画定する。シース・チューブ１０２は、脆弱部を画成する１対の対向す
るシームまたは易壊性部分１０８を備え、このシームまたは易壊性部分１０８に沿って、
シース・チューブは、カテーテルの先端部を患者の血管系（図示せず）内に挿入した後に
、施術者によって容易に分離される。まず初めに図３を参照すると、シース・ハブ１１０
が、ハブの先端部分１１２にてシース・チューブの基端部分１０４に固着される。１対の
翼部またはタブ１１４が、ハブ１１０のそれぞれ対向する部分１１６，１１８から延在す
る。これら翼部またはタブ１１４は、ハブの分離がその基端部１２０にて始まり、１対の
対向するギャップ１２２に沿ってハブ部分１１６，１１８を互いから完全に分離させるよ
うに、シースの先端部の方に翼部またはタブ１１４がてこ式に移動されることによって、
カテーテルからシース・アセンブリを剥ぎ取るように、シース・アセンブリの分離を開始
させるために、施術者が把持するためのものである。さらに、図３においては、ギャップ
１２２の内側端部に沿って配設された易壊性部分１２４の一部が示され、両側の易壊性部
分またはウェブが、２つのハブ部分１１６，１１８を接合する。
【００２１】
　次に図４を参照すると、ハブ１１０が、シース・チューブ１０２から分解され、分離可
能弁１５０が、ハブ１１０から分解され、キャップ１８０の２つの半部１８２が、ハブ１
１０および弁１５０から分解される。ハブ１１０は、その基端部まで延在する大径円筒状
部分１２６を備え、裁頭円錐形移行部分１２８が、小径先端部分１１２に円筒状部分１２
６を結合する。大径円筒状部分１２６は、その中に大型弁受容空洞部１３０を画成する。
円筒状部分１２６から基端方向に突出している、キャップ１８０の２つの半部の着座に接
続される台座フランジ１３２が示され、ギャップ１２２内には、分離可能弁１５０の着座
に接続される台座フランジ１３４が見える。
【００２２】
　次に、分離可能弁シール１５０が、図４および図５を参照として説明される。分離可能
弁１５０は、カモのくちばし形状をなし、分離可能弁１５０の先端部分１５２がカモのく
ちばし様に形状設定されるためにそのように呼ばれる。また、分離可能弁１５０は、横方
向先端壁部１５４まで延在する。先端部分１５２は、先端壁部１５４まで延在する２つの
収束側壁部１５６を有し、スリット１５８が、先端壁部１５４に形成され、そこをほとん
ど横切って延在するが、好ましくは不完全に延在することが示される（図９を参照）。円
筒状壁部１６０は、側壁部１５６の側方端部を結合し、弁１５０の先端壁部１５４と基端
部１６４との間に延在する大型中央空洞部１６２を画成する。図４において最もよく分か
るように、限定された軸方向長さのスリット１６６が、弁の分離を容易にするために、側
壁部１６０中に、および台座フランジ１６８中に形成される。さらに、大型中央空洞部内
には、スリット１６６に整列かつ連絡し、さらに、完成されたアセンブリにおいてはハブ
１１０のギャップ１２２およびシース・チューブ１０２のシーム１０８に整列されるＶ字
型溝１７０が、円筒状壁部１６０中に形成されるのが分かる。台座フランジ１６８は、図
５および図６において最もよく分かるように、Ｔ字型の断面を有し、先端台座凹部１７２
および基端台座凹部１７４を形成する。
【００２３】
　キャップ１８０は、好ましくは、弁１５０をハブ１１０の弁受容空洞部１３０内に固定
するための、２つの完全に分離されるが同一の半部１８２を備え、これらの半部１８２は
、ハブに接合または融着される。キャップの半部１８２は、ハブの基端部に定置固着され
る場合には、ハブ１１０のギャップ１２２と、シース・チューブ１０２のシーム１０８と
、弁１５０のＶ字型溝１７０およびスリット１６６とにギャップ１８４を整列させること
によって、分離される。キャップ１８０は、キャップの基端部の斜角面導入部から貫通し
て延在する通路１８６を画成し、通路１８６の内径は、拡張器およびカテーテルが中に移
動自在に挿入されるのに十分な大きさである。キャップ１８０は、基端部に外方フランジ
を備えて、外方台座凹部１８８を画成し、この外方台座凹部１８８内には、ハブ１１０の
フランジ１３２が受けられる。外方円筒状壁部１９０が、弁１５０の基端台座凹部１７２
に接続される端部分１９２まで先端方向に延在する。通路１８６に沿った内方円筒状壁部
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１９４が、外方円筒状壁部１９０から内方に離間されて、弁１５０の円筒状壁部１６０の
基端部分に接続される深台座凹部１９６を画成する。
【００２４】
　ハブ、弁、およびキャップの、種々の接続される部分の相互関係が、それらの一体的な
組立ての理解について、図５および図６に関して最もよく説明される。弁１５０は、ハブ
１１０の大型弁受容空洞部１３０内に着座される。フランジ１６８の先端台座凹部１７４
は、ハブ１１０の台座フランジ１３４の外方に画成された台座溝１３６内に配設、すなわ
ち着座される。弁１５０の基端台座凹部１７２は、キャップ１８０の外方円筒状壁部１９
０の端部分１９２を中に受けるように、基端方向に向いている（図４を参照）。弁１５０
の円筒状壁部１６０の基端部分が、内方円筒状壁部１９４と外方円筒状壁部１９０との間
の、キャップ１８０の深台座凹部１９６と接続される。また、図５は、シース１０２の基
端部１３８が、シースの基部分とハブの先端部分１１２との間の接合面の面積を最大化さ
せるように、ハブ１１０の弁受容空洞部１３０の先端部まで延在することを示す。
【００２５】
　ハブ１１０の基端部１２０にて、台座フランジ１３２は、キャップ１８０の外方台座凹
部１８８内に受けられるように基端方向に突出する。ハブ１１０にキャップ１８０を接合
または融着することにより、台座フランジ１３２、外方台座凹部１８８、外方円筒状壁部
１９０の外面およびハブ１１０の円筒状壁部１２６の内面、ならびに台座フランジ１３２
の周囲の基端レッジ１４０およびキャップの外方フランジの先端面１９８の対面する面が
接合される。キャップの半部１８２は、弁１５０の台座フランジ１６８を圧縮して、さら
に弁とキャップ半部およびハブの双方との間を封止して、台座フランジ１６８を定位置に
固定するようにハブ１１０に固着される。
【００２６】
　図７および図８により、ハブ部分１１６，１１８を接合する、ハブ１１０の易壊性部分
またはウェブ１２４が、さらによく理解される。ウェブは、ハブの弁受容空洞部１３０（
図６）の内面に沿って形成され、極めて薄い。好ましくは、ウェブは、ハブの中間部分ま
たは裁頭円錐形部分１２８に沿って、および円筒状壁部１３０に部分的に沿って、延在し
、台座フランジ１３４までおよび台座フランジ１３４に沿って延在する。図９を参照する
と、好ましくは、主に製造上の理由により、ハブ１１０のギャップ１２２は、ハブ外面か
ら、易壊性ウェブ１２４にて収束するＶ字型の内方ギャップ端部分１４２まで、径方向内
方に延在し、それによって、金型インサートが、多数の成形サイクルに対して比較的厚く
、頑丈で、高耐久性のものに保たれ、さらに易壊性ウェブの厚さが慎重に制御される。ウ
ェブは、例えば、約０．００２インチ（０．０５０８ｍｍ）の厚さを有してよく、外面の
ギャップ１２２の幅Ｗは、例えば約０．０５０インチ（１．２７０ｍｍ）であることが可
能である。同様に、図９において分かるように、分離可能弁１５０の易壊性部分１７０は
、Ｖ字型の断面を有してよいが、内面から外面まで、好ましくは円筒状壁部１６０の厚さ
の約２分の１だけ延在する。
【００２７】
　図９において分かるように、弁の先端壁部１５４には、ガイドワイヤ（図示せず）の血
管系内への配置後にガイドワイヤを介してシース・アセンブリを初めに配置する際には、
ガイドワイヤの基端部が当接し、その後に、ハブおよび弁を通り挿入される拡張器先端部
が当接し、さらに、カテーテル先端部が当接し、スリット１５８により、スリットがガイ
ドワイヤ、拡張器、またはカテーテルの挿入に応じて開かれる際の分岐側壁部の変形が可
能であり、弁により、ガイドワイヤ、拡張器、またはカテーテルが中を通過する際に、ガ
イドワイヤ、拡張器、またはカテーテルの外面との係合状態が保たれ、またスリットが、
シース・アセンブリからの拡張器の引抜きと同時にガイドワイヤに対して閉じることによ
り、止血封止が形成され、血液の流出が防止される。弁は、シリコーンから作製されてよ
い。ハブおよびキャップは、ポリエチレンまたはポリプロピレンから作製されてよい。シ
ース・チューブは、ポリエチレンまたはポリテトラフルオロエチレンから作製することが
可能である。



(10) JP 5613560 B2 2014.10.22

【００２８】
　実施形態の本発明による広範な概念から逸脱することなく、上述の実施形態に対して変
更を行い得ることが、当業者には理解されよう。したがって、この発明は、開示された特
定の実施形態に限定されず、添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の趣旨およ
び範囲内に修正形態を包含することが意図されることが、理解される。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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