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(57)【要約】
　所望の湾曲を維持するための高い能力を有する可変湾
曲カテーテル（４）であって、近位端部（１２）から遠
位端部（１６）へと伸びるカテーテル本体（８）を含み
、少なくとも１つのキャビティ（２４）を規定する側壁
（２０）を備え、カテーテル本体（８）は、遠位端部（
１６）において、可変湾曲部分（２８）を含み、可変湾
曲部分（２８）は、先端部（３２）で終端する。キャビ
ティ（２４）の内部において、少なくとも１つの牽引ワ
イヤ（３６）が収容され、この牽引ワイヤ（３６）は、
上りブランチ（４０）を有し、牽引ワイヤ（３６）は、
近位端部（１２）から遠位端部（１６）にかけて伸び、
少なくとも第１のフォーク（４４）まで、可変湾曲部分
（２８）を少なくとも部分的に通過するようになってい
る。牽引ワイヤ（３６）は、第１のフォーク（４４）か
ら伸び、少なくとも部分的に可変湾曲部分（２８）を通
過して、この可変湾曲部分（２８）から出て、第１のフ
ォーク（４４）において、上りブランチ（４０）と再び
係合して、閉じたループ（４８）を形成するようになり
、このループ（４８）は、少なくとも部分的に可変湾曲
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変湾曲カテーテル（４）であり、カテーテル本体（８）を含み、
　前記カテーテル本体（８）は、近位端部（１２）から遠位端部（１６）まで伸び、前記
カテーテル本体（８）は、側壁（２０）を備え、前記側壁（２０）は、少なくとも１つの
キャビティ（２４）を規定し、
　前記カテーテル本体（８）は、前記遠位端部（１６）において、可変湾曲部分（２８）
を含み、前記可変湾曲部分（２８）は、先端部（３２）で終端し、
　前記カテーテル本体（８）のキャビティ（２４）の内部には、少なくとも１つの牽引ワ
イヤ（３６）が収容され、前記牽引ワイヤ（３６）は、上りブランチ（４０）を有し、前
記牽引ワイヤ（３６）は、前記近位端部（１２）から前記遠位端部（１６）に向かって伸
びて、少なくとも第１のフォーク（４４）まで、少なくとも部分的に前記可変湾曲部分（
２８）を通過するようになっていて、
以下のことを特徴とする可変湾曲カテーテル（４）であり、
　前記牽引ワイヤ（３６）は、第１のフォーク（４４）から伸びて、少なくとも部分的に
前記可変湾曲部分（２８）を通過し、前記可変湾曲部分（２８）から出て、第１のフォー
ク（４４）において、上りブランチ（４０）と再び係合して、閉じたループ（４８）を形
成するようになっていて、前記閉じたループ（４８）は、少なくとも部分的に前記可変湾
曲部分（２８）を通過して、第１のフォーク（４４）において、それ自体が閉じていて、
　前記牽引ワイヤ（３６）は、それ自体が、第１のフォーク（４４）において、ループ（
４８）として閉じた後、下りブランチ（５２）に沿って、前記近位端部（１２）に向かっ
て伸び、
　前記下りブランチ（５２）は、前記上りブランチ（４０）に対して、拘束手段（６４、
６８、７２）の内側で滑走し、前記拘束手段（６４、６８、７２）は、第１のフォーク（
４４）において、前記上りブランチ（４０）に接続されているものであり、前記拘束手段
（６４、６８、７２）は、前記上りブランチ（４０）に対して、前記下りブランチ（５２
）の相対的な滑走を可能とするものであり、前記可変湾曲部分（２８）に沿って、前記牽
引ワイヤ（３６）を通して、前記ループ（４８）が確実に閉じて、前記下りブランチ（５
２）の滑走によって、前記カテーテル（４）の遠位部分の湾曲を調節する、
可変湾曲カテーテル（４）。
【請求項２】
　前記拘束手段（６４，６８、７２）は、前記上りブランチ（４０）とともに形成される
輪（６８）を含む、請求項１に記載のカテーテル（４）。
【請求項３】
　前記拘束手段（６４、６８、７２）は、ループ状の閉じたカップリング要素（７２）を
含み、前記下りブランチ（５２）の通過および相対的な滑走のための管を形成するように
なっている、請求項１または２に記載のカテーテル（４）。
【請求項４】
　前記閉じたループ（４８）を構成する前記牽引ワイヤ（３６）の少なくとも一部が、前
記キャビティ（２４）の内部で前記湾曲に従って、前記カテーテル（４）の前記可変湾曲
部分（２８）の内部を通過し、第１の遠位孔（７６）から出て、第１の近位孔（８０）を
通して、前記カテーテル（４）に戻るようになっていて、第１の遠位孔（７６）は、前記
遠位端部（１６）の前記側壁（２０）に形成されるものであり、第１の近位孔（８０）は
、前記側壁（２０）に形成されて第１のフォーク（４４）に面するものであり、前記可変
湾曲部分（２８）によって形成されるアーチを囲むようになっている、請求項１～３のい
ずれか１項に記載のカテーテル（４）。
【請求項５】
　前記閉じたループ（４８）を構成する前記牽引ワイヤ（３６）の少なくとも一部が、前
記キャビティ（２４）の内部で前記湾曲に従って、前記カテーテル（４）の前記可変湾曲
部分（２８）の内部を通過し、第１の遠位孔（７６）から出て、第１の近位孔（８０）を
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通して、前記カテーテル（４）に戻るようになっていて、第１の遠位孔（７６）は、前記
遠位端部（１６）の前記先端部（３２）に形成されるものであり、第１の近位孔（８０）
は、前記側壁（２０）に形成されて第１のフォーク（４４）に面するものであり、前記可
変湾曲部分（２８）によって形成されるアーチを囲むようになっている、請求項１～４の
いずれか１項に記載のカテーテル（４）。
【請求項６】
　前記上りブランチ（４０）は、前記側壁（２０）の第１の近位孔（８０）を少なくとも
通過し、第１の近位孔（８０）は、第１のフォーク（４４）の近くに配置されるものであ
り、前記上りブランチ（４０）は、前記カテーテル（４）を出るようになっていて、前記
可変湾曲部分（２８）に対して、前記側壁（２０）に形成される第１の遠位孔（７６）を
通して、前記カテーテル（４）に戻り、少なくとも部分的に前記可変湾曲部分（２８）を
通過し、前記側壁（２０）に形成される第２の遠位孔（８４）を通して出て、第１の近位
孔（８０）を通して前記カテーテル（４）に戻り、それ自体が、ループとして第１のフォ
ーク（４４）で閉じて、前記拘束手段（６４、６８、７２）を通過する、請求項１～３の
いずれか１項に記載のカテーテル（４）。
【請求項７】
　前記第２の遠位孔（８４）が、前記カテーテル（４）の前記遠位端部（１６）の前記先
端部（３２）に配置されている、請求項６に記載のカテーテル（４）。
【請求項８】
　前記第２の遠位孔（８４）が、前記カテーテル（４）の前記遠位端部（１６）の前記先
端部（３２）の開口を構成する、請求項６または７に記載のカテーテル（４）。
【請求項９】
　前記第１の近位孔（８０）が、前記上りブランチ（４０）に接続された前記拘束手段（
６４、６８、７２）が進行または通過するのを防止するような大きさを有する、請求項６
～８のいずれか１項に記載のカテーテル（４）。
【請求項１０】
　前記上りブランチ（４０）が、前記可変湾曲部分（２８）に対して、前記側壁（２０）
の第１の近位孔（８０）を少なくとも通過して、前記側壁（２０）に形成される第１の遠
位孔（７６）を通して、前記カテーテル（４）に戻り、少なくとも部分的に前記可変湾曲
部分（２８）を通過し、前記側壁（２０）に形成される第２の遠位孔（８４）を通して出
て、第１の近位孔（８０）とは異なる第２の近位孔（８８）を通して、前記カテーテル（
４）に戻り、それ自体が、第１のフォーク（４４）でループとして閉じて、前記拘束手段
（６４、６８、７２）を通過する、請求項１～３のいずれか１項に記載のカテーテル（４
）。
【請求項１１】
　前記第２の遠位孔（８４）が、前記カテーテル（４）の前記遠位端部（１６）の前記先
端部（３２）に配置される、請求項１０に記載のカテーテル（４）。
【請求項１２】
　前記第１および第２の近位孔（８０、８８）が、前記上りブランチ（４０）に接続され
た前記拘束手段（６４，６８、７２）の進行および通過を防止するような大きさを有する
、請求項１０または１１に記載のカテーテル（４）。
【請求項１３】
　前記牽引ワイヤ（３６）の前記上りブランチ（４０）および前記下りブランチ（５２）
は、それぞれ、前記カテーテル（４）の前記近位端部（１２）に位置する端部（５６、５
８）でそれぞれ終端し、前記端部（５６、５８）の操作および引っ張りが互いに独立して
可能になっている、請求項１～１２のいずれか１項に記載のカテーテル（４）。
【請求項１４】
　前記カテーテル（４）は、前記近位端部（１２）において、前記端部（５６、５８）の
牽引手段を含み、前記牽引手段によって、前記端部（５６、５８）の独立および/または
同時の操作が可能になり、前記可変湾曲部分（２８）の湾曲を調節するようになる、請求
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項１～１３のいずれか１項に記載のカテーテル（４）。
【請求項１５】
　可撓性で細長い形状の少なくとも１つのガイド要素（９２）を含み、前記ガイド要素（
９２）は、前記カテーテル本体（８）の前記キャビティまたはルーメン（２４）の内部で
滑走して係合可能であり、前記先端部（３２）を通して出て、前記カテーテルの指向要素
として作動する、請求項１～１４のいずれか１項に記載のカテーテル（４）。
【請求項１６】
　細長い形状の安定化要素（９６）を含み、前記安定化要素（９６）は、主に伸長部分（
Ｘ-Ｘ）の方向に沿う可撓性のものであり、前記カテーテル本体（８）の前記キャビティ
またはルーメン（２４）の内部で滑走して係合可能であり、前記キャビティまたはルーメ
ン（２４）において、安定化開口（１００）を通して、前記安定化要素（９６）を導入ま
たは導出し、前記安定化開口（１００）が前記カテーテル本体（８）の前記遠位端部（１
６）に位置する、請求項１～１５のいずれか１項に記載のカテーテル（４）。
【請求項１７】
　前記安定化要素（９６）は、抵抗力のある非常に小さな直径を有し、前記安定化要素が
前記ルーメン（２４）の内部に挿入される間に操作用のガイドおよび／またはカテーテル
の通過が可能となる、請求項１６に記載のカテーテル（４）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可変湾曲（又は曲率）の遠位の先端部（又は端部）を備えるカテーテルなら
びにカテーテルの相対的な湾曲方法に関する。
【０００２】
　特に、以下にさらに記載する通り、本発明は、可変湾曲（又は曲率）（ごくわずかであ
ってもよい）の遠位の先端部を備えるカテーテルに関し、これは、所望の通りに強調（又
は湾曲）することができ、真っ直ぐにする力（又は直線的な力）に対して安定化され得る
ものである。
【背景技術】
【０００３】
　特に、当該分野では、変形可能および／または湾曲可能な遠位の先端部を有するカテー
テルであって、カテーテルの近位の端部で作動して、血管（又は管）の内部へのカテーテ
ルの進入を促進するようにしたものを製造することが知られている。これらの先端部には
、角度を有する血管に係合するように設計された固定の形状だけでなく、目的によって決
定されて、真っ直ぐにする力に対する十分な耐性がない固定の形状（これは、予め決定し
た湾曲（又は曲率）に従わなければならない）といった制限がある（例えば、剛性ガイド
または操作カテーテルであって、このようなガイドを通して実行しなければならないもの
など）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　先行技術の解決手段は、様々であり、しばしば、近位の端部で作動するカテーテルの先
端部を変形させることが可能な内装を備えるカテーテルの複雑な構成を備える。さらに、
従来の解決手段では、剛性もしくは超剛性のガイドによって、またはこのようなガイドを
備えるカテーテルによって、真っ直ぐにする力がカテーテルに付与され、目的を実行する
ために、可変湾曲カテーテルの頂点を超えてカテーテルが押される場合、カテーテルの湾
曲を正確に維持することはできない（例えば、血管形成のバルーンや、ステントまたはス
テントグラフトを運ぶカテーテル）。
【０００５】
　先行技術の解決手段は、さらなる欠点を有する。
【０００６】
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　実際、これらは、その作製において複雑で費用のかかるカテーテルの形状（又はジオメ
トリ）を要求する一方で、他方では、カテーテルの先端部の湾曲を調整して、しっかりと
維持するためには、これらは、外科医にその両手で操作することを要求する（すなわち、
２つの異なる命令で作動する場合においてはいつでも）。従って、このような従来の解決
手段は、その作製において費用がかかり、その使用が煩雑であることを示す。
【０００７】
　本発明の目的は、先行技術を挙げて言及した上記の欠点を克服するカテーテルを簡便か
つ経済的な方法で製造することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載のカテーテルは、上記の欠点や制限を解決する。
【０００９】
　本発明に従うカテーテルの他の実施形態は、後続の請求項に記載されている。
【００１０】
　本発明のさらなる特徴や利点は、以下に記載のその好ましい非限定的な実施形態の説明
から、より明確に理解できるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の可能な実施形態に従うカテーテルの断面図を示す。
【図２】図２は、本発明の可能な実施形態に従うカテーテルの断面図を示す。
【図３】図３は、本発明の可能な実施形態に従うカテーテルの断面図を示す。
【図４】図４は、本発明の可能な実施形態に従うカテーテルの断面図を示す。
【図５】図５は、本発明の可能な実施形態に従うカテーテルの断面図を示す。
【図６】図６は、本発明の可能な実施形態に従うカテーテルの断面図を示す。
【図７】図７は、本発明の可能な実施形態に従うカテーテルの断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１～７は、本発明の可能な実施形態に従うカテーテルの断面図を示す。
【００１３】
　以下に記載の実施形態において共通する要素または要素の一部は、同一の参照番号を用
いて示す。
【００１４】
　前述の図面を参照すると、参照番号４（図１）は、全体として、医療用の可変湾曲カテ
ーテルを示し、この可変湾曲カテーテルは、カテーテル本体８を含み、このカテーテル本
体８は、近位端部１２から遠位端部１６まで伸び（又は伸長あるいは延長もしくは延在し
）、カテーテル本体８は、側壁を備えていて、この側壁は、少なくとも１つのキャビティ
またはルーメン２４を規定する。
【００１５】
　本発明の目的のために、当該カテーテルは、任意の形状を有していてもよく、特定の用
途の種類に応じて、任意のルーメン、寸法および材料を有していてもよい。特に、本発明
に関連する可変湾曲カテーテルは、血管形成の用途に適していて、血管形成の用途におい
て、当該カテーテルによって、その遠位の湾曲の極めて正確で制御された調整が可能とな
り、切開または他の損傷の危険を冒すことなく、血管への進入ができるようになる。
【００１６】
　カテーテル本体８は、遠位端部１６において、可変湾曲部分２８を含み、この可変湾曲
部分２８は、先端部３２で終端する。
【００１７】
　有利には、カテーテル本体８のキャビティまたはルーメン２４の内部には、少なくとも
１つの牽引ワイヤ３６が収容されている。
【００１８】
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　この牽引ワイヤは、任意の材料から作製されていてよく、キャビティ２４の内部を通過
するような直径を有する。特に、このようなワイヤの直径は、非常に細く、耐性のあるも
のであってよく、また、ガイドの通過および／またはカテーテルの操作が可能なようにな
っている。牽引ワイヤ３６は、上りブランチ４０を含み、この上りブランチ４０は、近位
端部１２から遠位端部１６まで伸び（又は伸長もしくは延長し、あるいは張られ）、少な
くとも第１のフォーク（又は分岐）４４まで、可変湾曲部分２８を少なくとも部分的に通
過するようになっている。
【００１９】
　好ましくは、牽引ワイヤ３６は、第１のフォーク４４から伸び（又は伸長もしくは延長
し、あるいは張られ）、少なくとも部分的に可変湾曲部分２８を通過し、この可変湾曲部
分２８を出て、第１のフォーク４４の上りブランチ４０と再び係合して、閉じたループを
形成するようになり、この閉じたループは、少なくとも部分的に可変湾曲部分２８を通過
し、それ自体が、第１のフォーク４４において閉じるようになっている。この閉じたルー
プの定義は、その最も広い意味において理解されるべきであり、換言すると、このループ
の定義は、特定の形状（ジオメトリ）（例えば、円形）に限定されるものではなく、三角
形、四角形および一般的な多角形の形状であってもよい。
【００２０】
　牽引ワイヤ３６は、それ自体が、第１のフォーク４４において、ループとして閉じた後
、下りブランチ５２に沿って、カテーテルの近位端部１２に向かって伸びる（又は伸長も
しくは延長する、あるいは張られる）。
【００２１】
　牽引ワイヤ３６の上りブランチ４０および下りブランチ５２は、それぞれ、カテーテル
４の近位端部１２に位置する各縁部５６、５８で終端し、以下にさらに記載される通り、
互いに独立して、それらの操作および引っ張り（引き出し）ができるようになっている。
【００２２】
　有利には、下りブランチ５２は、第１のフォーク４４において上りブランチ４０に接続
する拘束手段５６の内側で、上りブランチ４０に対して滑走し、この拘束手段６４によっ
て、上りブランチ４０に対する下りブランチ５２の相対的な滑走が可能となり、可変湾曲
部分２８に沿って牽引ワイヤ３６が通過するループ４８を確実に閉じる。このようにして
、下りブランチ５２の滑走によって、可変湾曲部分２８におけるカテーテル４の湾曲が調
節される。特に、下りブランチ５２の近位端部１２に向かう滑走によって、すなわち、換
言すると、下りブランチ５２の端部５８を引っ張ることによって、ループ４８が閉じるよ
うになり、これによって、可変湾曲部分２８が内側に閉じるようになる。
【００２３】
　換言すると、下りブランチ５２の端部５８を引っ張ることによって、ループ４８が締め
付けられて、それによって、可変湾曲部分２８が閉じるようになり、さらにより小さな曲
率半径が得られる。さらに、下りブランチ５２の端部５８を引っ張って、それを緊張した
状態で維持することによって、上記カテーテル（例えば、剛性ガイドまたは操作カテーテ
ル）によって押し出される本体の真っ直ぐにする力に対するさらなる抵抗が提供される。
【００２４】
　さらに、上りブランチ４０の端部５６を引っ張って、下りブランチ５２の端部５８を開
放することによって、ループ４８の大きさ（幅）を、その代わり、増加させることができ
、これによって、その元々の湾曲にもどるようになり、それによって、可変湾曲部分２８
の曲率半径が増加する。さらに、上りブランチ４０の端部５６を引っ張ることによって、
牽引ワイヤ３６は、カテーテル本体８から完全に抜き取ることができ、カテーテル４のル
ーメン２４を完全に自由な状態（空の状態）にする。この選択肢（オプション）は、ガイ
ドカテーテルが所望の位置にあるとき、完全に自由なルーメンが要求される目的の可能な
実行に有用である。
【００２５】
　一実施形態によると、拘束手段６４は、上りブランチ４０とともに形成される輪６８を
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含む。換言すると、小さな輪を形成するために、輪６８は、上りブランチ４０を適切に結
ぶことによって形成され得る。
【００２６】
　さらなる実施形態によると、拘束手段６４は、ループ状の閉じたカップリング要素７２
を含み、下りブランチ５２の通過および相対的な滑走のための管（ルーメン）を形成する
ようになっている。
【００２７】
　可能な実施形態（図１～２）によると、閉じたループ４８を構成する牽引ワイヤ３６の
少なくとも一部は、カテーテル４の可変湾曲部分２８の内部を通って、その後、キャビテ
ィ２４の内側の湾曲部を通り、それによって、遠位端部１６の側壁２０に形成される第１
の遠位孔７６から出て、側壁２０に形成されて第１のフォーク４４と面する第１の近位孔
８０を通ってカテーテル４に戻るようになり、そうすることによって、可変湾曲部分２８
によって形成されるアーチを囲むようになる。
【００２８】
　さらなる実施形態（図３）によると、閉じたループ４８を構成する牽引ワイヤ３６の少
なくとも一部は、カテーテル４の可変湾曲部分２８の内部を通って、その後、キャビティ
２４の内側の湾曲部を通り、それによって、遠位端部１６の先端部３２に形成される第１
の遠位孔７６（または先端部そのもの）から出て、側壁２０に形成されて第１のフォーク
４４に面する第１の近位孔８０を通して、カテーテル４に戻るようになり、そうすること
によって、可変湾曲部分２８によって形成されるアーチを囲むようになる。
【００２９】
　さらなる実施形態（図４）によると、上りブランチ４０は、少なくとも、側壁２０の第
１のフォーク４４の近くに位置する第１の近位孔８０を通過し、そうすることによって、
カテーテル４から出て、可変湾曲部分２８に対して、側壁２０に形成される第１の遠位孔
７６を通してカテーテル４に戻り、少なくとも部分的に可変湾曲部分２８を通過し、側壁
２０に形成される第２の遠位孔８４を通して出て、第１の近位孔８０を通してカテーテル
４に戻り、第１のフォーク４４において、それ自体がループとして閉じて、拘束手段６４
、６８、７２を通過するようになっている。
【００３０】
　更なる改変（図５）によると、第２の遠位孔８４が、カテーテル４の遠位端部１６の先
端部３２に配置されている（あるいは、この先端部は、ワイヤの出口として使用されてい
る）。
【００３１】
　好ましくは、第１の近位孔８０は、上りブランチ４０に接続される拘束手段６４、６８
、７２が進行または通過するのを防止するような大きさ（又は幅）を有する。
【００３２】
　さらなる実施形態（図６）によると、上りブランチ４０は、側壁２０の少なくとも第１
の近位孔８０を通過して、可変湾曲部分２８に対して、側壁２０に形成される第１の遠位
孔７６を通してカテーテル４に戻るようになり、少なくとも部分的に可変湾曲部分２８を
通過し、側壁２０に形成される第２の遠位孔８４を通して出て、第２の近位孔８８（第１
の近位孔８０とは異なる）を通して、カテーテル４の内側に戻り、それ自体が、第１のフ
ォーク４４において、ループとして閉じて、拘束手段６４、６８、７２を通過するように
なっている。
【００３３】
　さらなる改変（図７）によると、第２の遠位孔８４が、カテーテル４の遠位端部１６の
先端部３２に配置されている（あるいは、この先端部によって構成されている）。
【００３４】
　好ましくは、第１および第２の近位孔８０、８８は、上りブランチ４０に接続された拘
束手段６４、６８、７２が進行または通過するのを防止するような大きさ（又は幅）を有
する。
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【００３５】
　好ましくは、カテーテル４は、近位端部１２において、端部５６、５８の牽引手段（図
示せず）を含み、これによって、それらの独立操作および／または同時操作が可能となり
、可変湾曲部分２８の湾曲（又は曲率）を調節するようになる。例えば、このワイヤの牽
引手段は、カテーテルに取り付けられてもよく、あるいは、また、カテーテルから脱着可
能な種類のものであってもよい。
【００３６】
　本発明の一実施形態によると、カテーテル４は、可撓性で細長い形状のガイド要素９２
を少なくとも１つ含み、これは、カテーテル本体８の内側（すなわち、換言すると、キャ
ビティまたはルーメン２４の内側）で滑走して係合可能であり、先端部３２を通して出て
、カテーテルの指向要素（directing element）として作用するものである。従って、ガ
イド要素９２は、カテーテルのためのガイドを構成し、血管（その内側にカテーテルが挿
入されるもの）の斜面において、カテーテルを維持するようになる。
【００３７】
　さらに、一実施形態によると、カテーテル４は、安定化要素９６を含み、これは細長い
形状を有し、好ましくは、糸状であり、可撓性であり、カテーテル本体８のキャビティま
たはルーメン２４の内側で滑走して係合可能であり、これは、カテーテル本体８の内側に
導入されて、カテーテル本体８の遠位端部１６に配置される安定化開口１００を通して出
るようなものである。
【００３８】
　この安定化要素９６およびガイド要素９２は、ともに同一のルーメンまたはキャビティ
２４の内部に収容される。
【００３９】
　特に、安定化要素９６は、伸長部分（又は延長部分）Ｘ－Ｘの主（軸）方向に沿って、
細長い形状を有し、カテーテル本体８の伸長部分に実質的に平行である。上述の通り、安
定化要素９６は、安定化開口１００を通して、カテーテル本体８から出る。従って、この
カテーテルは、全体として、安定化要素９６を中心として、すなわち、換言すると、伸長
部分Ｘ－Ｘの主（軸）方向を中心として回転してもよく、この安定化要素を中心として旋
回する。このような回転α（図８）によって、血管への進入がより簡便に可能となる。安
定化要素９６を中心とするカテーテル４の回転は、ガイド要素そのもので作動することに
よって行われてもよく、このガイド要素は、キャビティ２４の内側で自由に移動して回転
するものである。また、以下のことについても留意すべきである。安定化要素９６は、キ
ャビティ２４の内側に完全に収容されていてもよく、安定化開口１００を通して突出しな
いようになっていてもよく、ガイド要素９２とともに使用されて、選択された血管の内側
でカテーテルの斜面をガイドするようになっていてもよい。同様にして、安定化要素９６
およびガイド要素９２は、ともに、連続的に進行／収容されてもよく、血管（単数または
複数）（漸進的に進入される血管）の傾斜および／または引き抜きの操作のすべてに適合
し得る。この先端部において、この安定化ガイドは、旋回軸（ピボット）として使用され
ることが望まれるべきであり、これを引き抜くことによって、およびこの安定化ガイドを
湾曲部の背部の基部の孔から後方に通過させることによって、カテーテルに適合（又は装
備もしくは配置）させるべきである（二重ガイドカテーテルを参照のこと）。さらに、安
定化要素９６およびガイド要素９２は、ともに、カテーテルから完全に引き抜かれてもよ
く、ルーメン２４を完全に自由にしてもよい（又は空にしてもよい）。
【００４０】
　さらに、牽引ワイヤは、脱出してもよく、これは、カテーテルの底部から引き抜かれて
もよく、あるいは一方の側部から、可能であればバルブをも備えるアームを用いて、引き
抜かれてもよい。
【００４１】
　好ましくは、ガイド要素９２および安定化要素９６は、カテーテル４の遠位端部１６の
正確な湾曲を極めて高い精度で制御するために、牽引ワイヤ３６と協同して作動すること
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ができる。実際、一方では、ガイド要素９２および安定化要素９６は、真っ直ぐになる傾
向にあるが、他方では、カテーテルの遠位の端部または先端部は、それぞれ、上りブラン
チ４０および下りブランチ５２の端部５６、５８で適切に作動して、このような真っ直ぐ
にすることに対抗し、手術の間に外科医によって付与される正確な湾曲（又は曲率）をし
っかりと維持することが可能となる。あらゆる場合において、外科医の具体的かつ付随的
な要求に応じて、牽引ワイヤおよび／または安定化要素９６および／またはガイド要素９
２を、それぞれ又は独立して引き抜くことによって、ルーメン２４を完全に自由（又は空
）にすることが、いつでも可能となる。
【００４２】
　ここで、本発明に従うカテーテルの機能を説明する。
【００４３】
　上述の通り、可変湾曲部分２８の湾曲は、カテーテル（好ましくは、多目的型の遠位の
わずかな湾曲または図に示すような実施の湾曲を有するガイドカテーテル（これに限定さ
れるものではない））から始めて、カテーテル本体８の近位端部１２の側から、端部５６
、５８で単純に作動することによって調節されてもよい。
【００４４】
　実際、下りブランチ５２の端部５８を引っ張ることによって、この下りブランチは、ル
ープ４８を閉じるようになり、従って、可変湾曲部分２８を閉じるようになる。このよう
にループを小さくすることを実行することは、拘束手段によって、上りブランチが上昇し
て可変湾曲部分から出ることが防止されるという事実に貢献する。
【００４５】
　換言すると、この拘束手段は、一種の輪（又は結び目）を形成し、これは、下りブラン
チ５２の端部５８を引っ張ることによって閉じることができ、上りブランチの端部５６を
引っ張ることによって、牽引ワイヤ３６の完全な引き抜きまで、開放してもよい。端部５
８を単純に開放する場合、可能であれば、上りブランチ４０の端部５６をわずかに引っ張
ることを伴って、このカテーテルは、その元の位置に戻るようになる。下りブランチ５２
の端部５８をかなり緊張した状態で維持することによって、このカテーテルは、カテーテ
ル自体の真っ直ぐにする力に対する大きな抵抗を付与する所望の湾曲を維持するようにな
る。このような真っ直ぐにする力は、かなりの強度さえ有するもの、例えば、「真っ直ぐ
にする大きな力（又は直線的な大きな力）」を伴う機器（例えば、ステント、ステントグ
ラフト）の通過に起因するものでさえあってもよい。
【００４６】
　上述の通り、牽引ワイヤの機能、このようなカテーテル４の先端部３２の正確な湾曲の
制御の可能性や、上りブランチ４０、下りブランチ５２の端部５６、５８を適切に引っ張
ることによって曲率半径を大きくしたり小さくしたりすることは、ガイド要素９２および
安定化要素９６と協同して作用する。実際、ガイド要素９２および安定化要素９６によっ
て、カテーテルの湾曲を支持することが、毎回、可能となり、さらに、このカテーテルを
回転させることが可能となり、これは、毎回、外科医の要求に応じて、それぞれの場合で
付与される湾曲を制御する追加の可能性を伴い、極めて高い正確性を伴い、また、このよ
うな湾曲が固定（ブロック）された状態を維持する。
【００４７】
　本明細書から理解され得る通り、本発明に従うカテーテルによって、先行技術に存在す
る欠点を克服することが可能となる。
【００４８】
　特に、このカテーテルは、製造が簡便であり、ここでは、カテーテルの側壁に形成され
る牽引ワイヤの挿入や出口のための孔や、牽引ワイヤ自体を提供すれば十分である。従っ
て、本発明は、また、カテーテルの従来の解決手段に適用してもよく、牽引ワイヤや、関
連する入口や出口の孔を単に追加すればよい。
【００４９】
　さらに、本発明に従うカテーテルは、外科医がワイヤの一方の端部での湾曲の動作を調
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節することができる場合（すなわち、下りブランチの端部によって、湾曲を大きくする場
合）、その使用は簡便である。従って、外科医は、片手でカテーテルの遠位端部の湾曲を
極めて高い精度で調節することができ、さらに、直線的な大きな力で、グラフトやステン
トグラフトなどの器具を機能的に通過させることができる。
【００５０】
　さらに、牽引ワイヤは、再び片手のみで、近位端部で再び作動して、このカテーテルか
ら簡便に除去されてもよい。これは、理解の通り、牽引ワイヤの上りブランチの端部を引
っ張れば十分であり、そうすることで、カテーテルからワイヤを完全に抜き出すことがで
きるようになる。
【００５１】
　この操作は、所望の通りにカテーテルの先端部を調節した後、次いで、選択した血管に
進入させたときに極めて有用であり、牽引ワイヤの完全な除去は、後続の外科器具が牽引
ワイヤと絡み得るようになるという危険を冒すことなく、あるいは後続の外科器具が牽引
ワイヤと干渉するいずれの場合においても、後続の外科器具の通過のために、カテーテル
の内側のルーメンの全体が回復できるという利点を提供する。
【００５２】
　当業者は、以下の特許請求の範囲に規定される通り、本発明の保護の範囲内にあるので
あれば、付随的かつ具体的な要求を満足させるために、上記のカテーテルに様々な変更お
よび改変を行ってもよい。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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【要約の続き】
部分（２８）を通過し、それ自体が、第１のフォーク（４４）で閉じている。牽引ワイヤ（３６）は、それ自体が、
第１のフォーク（４４）において、ループ（４８）として閉じた後、下りブランチ（５２）に沿って、近位端部（１
２）に向かって伸びている。下りブランチ（５２）は、上りブランチ（４０）に対して、拘束手段（６４、６８、７
２）の内側で滑走し、この拘束手段（６４、６８、７２）は、第１のフォーク（４４）において、上りブランチ（４
０）に接続されているものであり、前記拘束手段（６４、６８、７２）は、上りブランチ（４０）に対して、下りブ
ランチ（５２）の相対的な滑走を可能とし、かつ可変湾曲部分（２８）に沿って、牽引ワイヤ（３６）が通過するル
ープ（４８）を確実に閉じる。その代わり、上りワイヤ（４０）に牽引力を付与し、下りワイヤ（５２）を開放する
ことによって、湾曲は緩くなり、これによって、ワイヤを完全に除去することが可能となり、カテーテルのルーメン
（２４）が自由になる。カテーテル（４）は、可撓性で細長い形状のガイド要素（９２）を少なくとも１つ含んでい
てもよく、ガイド要素（９２）は、カテーテル本体（８）のキャビティまたはルーメン（２４）の内側で滑走して係
合可能であり、先端部（３２）および細長い形状の安定化要素（９６）を通して出て、安定化要素（９６）は、主に
伸長部分（Ｘ-Ｘ）の方向に沿う可撓性のものであり、前記カテーテル本体（８）の前記キャビティまたはルーメン
（２４）の内部で滑走して係合可能であり、前記キャビティまたはルーメン（２４）において、安定化開口（１００
）を通して、前記安定化要素（９６）を導入または導出する。
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