
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 複数のオーステナイト系ステンレス線の素線を 芯材の外周にワイヤロープ形
態に撚合構成 可撓性チューブ体であって、
　

　
　
　
　該可撓性チューブ体の前端部はナイフエッジサークルが溶着されてナイフ刃面を形成す
るとともに、該ナイフ刃面は前方縮径状にして断面外側凸円弧形状を有しており、
　 回転操作に 前記ナイフエッジサー
クルがドリル機能して 穿孔
　

ことを特徴とするカテーテル。
【請求項２】
　前記可撓性チューブ体は、

ることを特徴とする請求項１に記載のカテーテル
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芯材に 前記
した

前記素線の一端を捻回装置の回転作動チャックに固定セットし、他端をウエイトを吊設
したスライド型固定チャックに固定し、

その状態で前記素線に前記ウエイトによる引張荷重を付与しながら捻回加工し、
前記素線に電流を通して抵抗加熱した後、
前記芯材を抜き取って中空形態の前記可撓性チューブ体とし、

ガイドワイヤと組合せて前進させることにより、 伴い
血管閉塞部の硬質部を し、

前記ナイフエッジサークルによって破砕された硬質粉を前記可撓性チューブ体の内壁溝
に沿って後方に順送する

所定長の長さ方向のゾーンに分割され、これらゾーンのゾー
ン境界ポイントをクランプ片によりクランプし、分割されたゾーン毎に異なる捻回加工を
施して、手元部が高剛性にして先端部分が柔軟、高可撓性となるように曲げ剛性が漸増、
漸減、徐変する剛直、柔軟徐変形態であ



。
【請求項３】
　

　

することを特徴とする カテーテル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医療器具のカテーテルの主線材として使用する可撓性コイル体と、それを用い
て成るカテーテルに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
曲りくねった血管内に挿入して先端部を血管・体腔の病変部に導くカテーテルは、体外に
位置する手元部の「押し・引き・回転」の手動操作によって先端部分から血管・体腔内挿
入して、その先端部分を病変部に導いて所要の治療を施す操作プロセスとなる。
【０００３】
従って、先端部分からの挿入操作と治療を円滑にするためには、自由状態で真直性を有し
て全体が柔軟な可撓性にして曲げ変形からの良好な復元性を有すると共に先端部分が高柔
軟性にして後端部分が応分の剛性を有する傾斜特性にして、前記の手動操作に先端部分が
的確に順応する高トルク伝達性・ステアリング性を備えた高度の機械的性質が必要になる
。
【０００４】
そこで、以上の必要機械的性質に応える医療器具用の可撓性チューブ体として、特許文献
１・特許文献２が示す公知例があり、そのいずれも円形断面の素線群を円筒形チューブ体
に撚合構成した構造を特徴としている。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００２－２７５７７４ (要約）
【特許文献２】
特表２０００－５１３２３５（要約）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
以上の特許文献１・２のものは、カテーテル・医療用ガイドワイヤとして用いたとき、素
線群の撚合中空形態から成るので素線撚合体としての可撓柔軟性・良好なトルク伝達性と
中空形態に基づく「単位長当りの軽量化」をもたらす技術メリットを有するものの、例え
ば血管閉塞部の治療の際の「硬質部位の穿孔性能やステント留置性能」と血管内挿入摺動
性に欠け、品質・性能上の改良すべき点がある。
【０００７】
本発明は、以上の従来技術の難点を解消する高品質の「カテーテル」を提供する
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下層チューブ体上に、太径の上層チューブ体をスライド自在に嵌装し、さらに該上層チ
ューブ体上に外層チューブ体をスライド自在に嵌装するとともに、前記下層チューブ体に
嵌装した自己拡張ステントを前記外層チューブ体によって押さえ込み、セット離脱可能に
した三層構造を有し、前記下層チューブ体は前端に前記ナイフエッジサークルを有する請
求項１または２のいずれか１に記載の可撓性チューブ体を用いて、

回転操作により前記それぞれのナイフエッジサークルがドリル機能して穿孔し、且つ、
前記上層チューブ体をスライドさせることにより前記自己拡張ステントの押さえ込みを自
動離脱させて、病変部へセット 三層構造

ことを課
題とし、次の目的を有する。

イ）血管閉塞部などの治療の際の「硬質部位の穿孔性能やステント留置性能」を向上さ
せたカテーテルの提供。

ロ）素線群の加工変質層が外周全領域にわたって均一に生じて素線相互の相対すべりが
均一になり、有害な線間過大隙間の発生を防止して、良好なトルク伝達性・回転操作性が
確保できるカテーテルの提供。



　

【０００８】
　以上の技術課題を解決する本発明は、「 複数のオーステナイト系ステンレス線の
素線を 芯材の外周にワイヤロープ形態に撚合構成 可撓性チューブ体であって、
　

該可撓性チューブ体の前端部はナイフエッ
ジサークルが溶着されてナイフ刃面を形成するとともに、該ナイフ刃面は前方縮径状にし
て断面外側凸円弧形状を有しており、 回
転操作に 前記ナイフエッジサークルがドリル機能して 穿孔

ことを特徴とするカテーテル」の第１発明と、
【０００９】
「主チューブ体の下層チューブ体に、上層チューブ体をスライド自在に嵌装した多層チュ
ーブ体構造にして、該下層チューブ体と該上層チューブ体の少くとも１つが前記第１発明
の医療器具用チューブ体から成る多層チューブ構造を特徴とするカテーテル」の前記第１
発明の用途発明の第２発明から成っている。
【００１０】
即ち、前記第１発明は「医療用チューブ体の先端部に穿孔性能を付与し、かつ、外周の平
滑度を向上して」血管・体腔内に挿入して応分の治療を行うカテーテルの性能向上を図る
思想を特徴とするものである。
【００１１】
そして前記第１・第２発明は、前記基本構成による特有作用の一段の向上安定を図る技術
意図から前記第１発明のチューブ体は、ナイフエッジサークルのナイフ刃面断面を外側凸
円弧形状にしたり、所定長の長さ方向にチューブ体の硬直柔軟特性が徐変する形態」を採
択する。
【００１２】
そして前記第２発明のカテーテルは「チューブ体の２層～３層の多層構造形態」や「その
多層構造のチューブ体において、素線の撚り方向を多層間で相互に逆方向にする形態」、
または、チューブ剛性が多層の内層から外層の方向へ漸増徐変する形態」を採択する。
【００１３】
【作用】
　前記第１発明の医療用チューブ体を用いて成る前記第２発明のカテーテルは、カテーテ
ルを先導するガイドワイヤが血管の完全閉塞部の硬質部によって前進不能になったとき、
カテーテルを前進させて回転操作することによって前記ナイフエッジサークルがドリル機
能して該硬質部を穿孔し、 ガイドワイヤ・カテーテルの真腔
挿入前進を円滑に支援して当該治療の円滑化・向上ができる。そして、平滑な円形外周を
有するので血管・体腔への挿入摺動性が特段に良好になる。
【００１４】
そして、前記第１発明の医療器具用チューブ体は、前記の高品質カテーテルの形成を可能
にする。以上の主たる作用がある。
【００１５】
【発明の実施の形態】
まず、図１を参照して第１発明１実施形態の医療器具用チューブ体１（以下、単にチュー
ブ体１という）を説明する。即ち、このチューブ体１はオーステナイト系ステンレス線の
素線２群を同一円周上に配設して撚合形成した所要長Ｌの可撓性チューブ体にして、素線
２は中空部４に凸部を臨ませる略半円形横断面形状を有し、チューブ体１の外周は長手方
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ハ）オーステナイト系ステンレス線の使用により、固有の低熱伝導率に基づいて、ナイ
フエッジサークルなどの溶着の際に無用の熱伝導を防止して当該部位の品質劣化が防止で
きるカテーテルの提供。

芯材に
前記 した

前記素線の一端を捻回装置の回転作動チャックに固定セットし、他端をウエイトを吊設
したスライド型固定チャックに固定し、その状態で前記素線に前記ウエイトによる引張荷
重を付与しながら捻回加工し、前記素線に電流を通して抵抗加熱した後、前記芯材を抜き
取って中空形態の前記可撓性チューブ体とし、

ガイドワイヤと組合せて前進させることにより、
伴い 血管閉塞部の硬質部を し、

前記ナイフエッジサークルによって破砕された硬質粉を前記可撓性チューブ体の内壁溝に
沿って後方に順送する

又は、押し拡げながら進み、



向に連続する平滑外周にして、前端部は前方縮径前方刃先のナイフエッジサークル３に形
成されている。
【００１６】
なお、この実施形態のチューブ体１は「外径Ｄ１＝約０．６１粍、内径Ｄ２＝約０．４５
粍、素線２の本数＝８～１２本」の諸元にして、下記の工法によって形成される。
【００１７】
即ち（図１（Ｄ）参照）芯材に円形横断面の素線２群を撚合した通常形態のワイヤロープ
Ｒの一端を捻回装置１０の回転作動チャック１１に固定セットし、他端をウエイト１３を
吊設したスライド型固定チャック１２に固定し、その状態でウエイト１３による引張り荷
重を付与しながら捻回加工し、続いて電流発生部１４からチャック１１・１２間にコード
１５を通して電流を流して抵抗加熱して加工による残留応力を除去し、しかるのち、外周
研削して素線２の形状を前記の半円形横断面形状に成し、前記芯材を抜き取って中空形態
に成形する。
【００１８】
つぎに、図２を参照して第１発明のチューブ体１を用いて成るカテーテルＫを説明する。
即ち、カテーテルＫは図１（Ｄ）に示す製造方法によって成形した複数の円形断面の素線
２群を撚合構成した中空形態の可撓性チューブ体が主要部を構成して、長手方向の先端部
分のＸゾーンが前端にナイフエッジサークル３を備えた外径Ｄ１のチューブ体１、後端部
分のＺゾーンが素線２の円形横断面の外周を研削しない太径の外径Ｄ３、その両者の中間
のＹゾーンがＤ１からＤ３へ漸増径する徐変径形態にして、カテーテルＫとして必要な「
先端部分が柔軟質、後端部分が剛質形態」に設定されている。なお、図中の５は公知のコ
ネクタ、Ｍは公知のマーカーにして、ナイフエッジサークル３は素線２がプラズマ溶着さ
れて平滑な外周にして断面凸円弧刃面に形成されている。
【００１９】
以上の実施形態のカテーテルＫは以下の特有作用がある。即ち、（図２（Ｂ）参照）血管
２０の完全閉塞部２５にカテーテルＫを挿入して治療するとき、カテーテルを先導するガ
イドワイヤＧが完全閉塞部２５の石灰化された硬質部２６に突き当たるとガイドワイヤＧ
を血管２０の内膜２１から中膜２２との境界付近に通して閉塞部２５を迂回させて真腔へ
の突入を図る方法が採られるものの、ガイドワイヤＧが他側の硬質部２６によって前進不
能を生ずるトラブルがある。
【００２０】
　このケースにおいて、ガイドワイヤＧと組合せたカテーテルＫを前進させて回転操作し
てナイフエッジサークル３をドリル機能させて硬質部２６を穿孔し、

ガイドワイヤＧの真腔復活突入を円滑に支援することができる。そして、ナイフエ
ッジサークル３によって破砕された硬質粉はスパイラル状を成すカテーテルＫの中空内壁
溝によって後方へ順送され硬質粉残存によるトラブルを防止する。
【００２１】
さらに、この実施形態のカテーテルＫは後端部から先端部の方向への徐変縮径形態を有す
るので、後端部の手動回転操作による回転トルクが前端部へ増幅して伝達され、前記の穿
孔機能が良好に確保できる。そして、先端部分のＸゾーンの外周が平滑外周のため、血管
内先導挿入と血管内回転操作が極めてし易くなる。
【００２２】
そして、前記工法によって線長方向の負荷荷重の基に素線２群を同時捻回加工するので、
線長方向の「高度の真直性・捻回特性」を備えると共に、素線２間の相対滑り性が均一に
して、血管内で極小曲げしたときに往々に生ずる素線間隙（曲げ引張り側の隙間）の異常
発生がなく、円滑な極小曲げ形態を呈する。従って、血管内挿入性と手元操作による先端
部の回転追従性・トルク伝達性が極めて良く、当該治療が極めて的確高能率にできると共
に、ナイフエッジサークル３が前記の形状を有するので血管内挿入が円滑にできる。
【００２３】
つぎに、図３を参照して第２発明１実施形態を説明する。まず、図３（Ａ）のカテーテル

10

20

30

40

50

(4) JP 3971320 B2 2007.9.5

又は、押し拡げなが
ら進み



は、図２に示す「チューブ体１から成る下層チューブ体１Ａを本体チューブに成すカテー
テル」において「前端にナイフエッジサークル３を有する太径の上層チューブ体１Ｂをス
ライド自在に嵌装装着」した２層構造に構成されている。そして図３（Ｂ）に示すものは
、その２層構造の下層チューブ体１Ａと上層チューブ体１Ｂの素線２の が相互に
逆方向（概ね９０°交差）の組合せに構成されている。この図３のものは下記の特有作用
がある。
【００２４】
即ち、（図３（Ｃ）参照）前記の血管２０の完全閉塞部２５の硬質部２６に穿孔加工のと
き、下層チューブ体１Ａによって小径の下孔を穿孔し、続いて上層チューブ体１Ｂをスラ
イド前進させて該下孔を拡大穿孔する手段が可能にして穿孔加工がし易く、かつ充分なサ
イズの穿孔ができる。
【００２５】
そして、バルーンカテーテルを用いて血管の拡径治療を行うときの従来の「径小から径大
の複数のバルーンカテーテルを順次挿入交換する拡径治療」が、上層チューブ体１Ｂのス
ライド操作のみによって可能になるので、当該治療が特段に簡便迅速にして能率化する。
【００２６】
そして図３（Ｂ）に示す「 が相互に逆を成す形態」のものは、下層チューブ体１
Ａと上層チューブ体１Ｂの素線２相互の接触角が近似点接触となるので、上層チューブ体
１Ｂの下層チューブ体１Ａに対する摺動性が向上し前記スライド操作がし易くなる。
【００２７】
なお、この２層形態のものは「上層チューブ体１Ｂの曲げ剛性＞下層チューブ体１Ａの曲
げ剛性」の関係に設定したり、または、下層チューブ体１Ａと上層チューブ体１Ｂのスラ
イド部分に、公知のポリビニルピロリドン等の親水性ポリマーを施す形態にすることがあ
る。
【００２８】
この相対剛性形態のものは下層チューブ体１Ａの曲げ抵抗を上層チューブ体１Ｂが的確に
担持して下層チューブ体１Ａの有害な極小曲げの累積による血管内挿入抵抗の異常化を防
止することがある。
【００２９】
次に図４を参照して多層構造の他の形態を説明する。即ち、図３のものと同様な下層チュ
ーブ体１Ａの本体チューブに上層チューブ体１Ｂをスライド自在に嵌装した構造のものに
おいて、上層チューブ体１Ｂに「上層チューブ体１Ｂと同一形態の外層チューブ体１Ｃ」
がスライド自在に嵌装された３層チューブ体形態」に構成されている。
【００３０】
そして、その下層チューブ体１Ａに設けた金属製（放射線不透過材が好適）または樹脂製
の前方径小円錐形のチップ８と上層チューブ体１Ｂの前端間に公知の「自己拡張型ステン
トＳ」を嵌装し、そのステントＳを外層チューブ体１Ｃによって押え込みセットして血管
病変部へ挿入し、しかるのち、外層チューブ体１Ｃをスライドさせることによってステン
トＳを自動離脱させて病変部にセットできる形態に成っている。なお、この３層形態のも
のは金属製のチューブ体 1Ａ・ 1Ｃの間に介在する上層チューブ体１Ｂをナイフエッジサー
クル３不存在の樹脂製（ポリエチレン・ふっ素樹脂等）にして相互間の摺動性向上を図る
態様が好ましい。
【００３１】
以上の３層構造のチューブ体から成るカテーテルＫは、血管２０の病変部へのステントＳ
の留置設定が、特段に迅速簡便にできるので当該治療をする術者の治療操作が極めてし易
く特段に迅速化・能率化すると共に、患者の苦痛時間を著しく短縮して当該治療性を極め
て向上する。
【００３２】
　そして、外層チューブ体 引き操作してステントＳを離脱させるとき、ジグザグ線
コイルの連続形態のステントＳと滑り接触する外層チューブ体 内周面が、素線２の
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円形頂点の連続からなるので、ステントＳの内周面と点接触形態となりステントＳの離脱
操作が極めて円滑・的確にできる特有作用がある。そして、他の用法として「下層チュー
ブ体１Ａで下孔穿孔、上層チューブ体１Ｂで中空穿孔、外層チューブ体１Ｃで仕上げ穿孔
する３段穿孔」も可能になるので、前記穿孔作業がより的確にして大なる孔径に加工でき
る。
【００３３】
続いて、図５を参照して第１発明のチューブ体１の他の実施形態を製造方法を引用して説
明する。即ち、図１（Ｄ）に示す製造方法によってチューブ体１を製造するにおいて、（
図５（Ｂ）（Ｃ）参照）被加工のワイヤロープＲを長さ方向のＸ・Ｙ・Ｚの３ゾーンに分
割し、そのＸ・Ｙ・Ｚのゾーン境界ポイントを「対向一対の開閉自在のクランプ片１５を
有してスライド自在の中間クランプ部１４」によってクランプし、Ｘ・Ｙ・Ｚゾーン毎に
異なる捻回度のチューブ体１に加工する。
【００３４】
この加工方法によるチューブ体１は（図５（Ａ）参照）長手方向のゾーン毎に区画したＸ
・Ｙ・Ｚゾーン毎に素線２の捻回度が異なるので、それぞれの捻回度に対応した硬軟曲げ
特性の機械的性質を帯有するので、医療用器具の可撓性線状体として体外に位置して手動
操作する手元部が最剛性にして、かつ、血管・体腔へ先導挿入進行させる先端部分が柔軟
・高可撓性となる長手方向に沿って曲げ剛性が漸増漸減徐変する剛直・柔軟徐変傾斜形態
の高品質線状体のチューブ体１として機能できる。
【００３５】
そして、他の形態として（図５（Ｄ）参照）同じく単位長のワイヤロープＲを長手方向の
Ｘ・Ｙ・Ｚゾーンに分割したゾーン毎に、加熱条件が異なる３個の加熱装置１６Ａ・１６
Ｂ・１６Ｃ内にセットし、しかるのち、捻回装置１０による捻回加工中または捻回装置１
０から外した捻回加工ずみのものを、加熱装置１６Ａ・１６Ｂ・１６Ｃによって加熱処理
してＸ・Ｙ・Ｚゾーン毎に異なる「加工による残留応力除去形態」のチューブ体１に加工
する。
【００３６】
この実施形態のものは、加熱装置１６Ａ～１６Ｃによる加熱処理条件の相違によってＸ・
Ｙ・Ｚゾーンそれぞれの残留応力除去度が相違する形態となり長さ方向に傾斜徐変する「
引張り強度・曲げ剛性」の機械的性質を帯有し、カテーテル用高性能のチューブ体１とし
て機能できる。
【００３７】
一方、（特許文献１の段落０００４・特許文献２の１４ページ参照）チューブ体１の形態
の可撓性チューブ体の従来の加工は、マンドレルに素線を巻き付ける工法、またはコイリ
ングマシーン工法で成形される。従って、金属素線の一定方向に限定された加工変質層を
形成し、前記の極小曲げのときの線間過大隙間が極めて容易に発生して回転操作性・トル
ク伝達性を損う不具合がある。
【００３８】
しかし、本発明のチューブ体１は前記の「素線２群均一張力 工法」によるので、素線
２群の加工変質層が外周全領域にわたって均一に生じて素線２相互の相対すべりが均一に
なるので、前記の有害な線間過大隙間の発生を防止して、良好なトルク伝達性・回転操作
性が確保できる。
【００３９】
続いて、図６を参照して「チューブ体１が多層を成す前記２層・３層形態」のカテーテル
Ｋの手元部構造の１実施形態を説明する。即ち、下層チューブ体１Ａと上層チューブ体１
Ｂと外層チューブ体１Ｃから成るカテーテルＫは、その３個のチューブ体１Ａ～１Ｃのそ
れぞれの端末に「チューブ体１Ａ～１Ｃを個別に手動操作するための樹脂製の操作部６Ａ
・６Ｂ・６Ｃ」が３連想形態で設定されており、その操作部６Ａ～６Ｃの個別の「押し・
引き・回転の操作」によって前記の穿孔加工やステントＳの離脱操作を行うように成って
いる。なお、この操作部６Ａ～６Ｃは「図示のボス部の外周に羽根状の操作片を突設した
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形状」以外の形状でも良い。
【００４０】
なお、図中の７は操作部６Ｂ・６Ｃ間に設けた公知の「造影剤注入部７つきコネクタ５」
である。そして、図３実施形態の２層形態のものは操作部６Ａ・６Ｂの２連装形態と成る
。
【００４１】
なお、本発明のカテーテルは、前記実施形態のオーステナイト系ステンレス材を用いるの
が好ましく、この材質限定にすると「固有の低熱伝導率に基づいて、ナイフエッジサーク
ル３・マーカーＭの溶着のときの無用な熱伝導を防止して当該部位の品質劣化を防止」し
たり、溶接電流の過大防止・溶接時間の短縮化のメリット作用が享受できる。
【００４２】
【発明の効果】
以上の説明のとおり、本発明の「医療器具用チューブ体と、それを用いて成るカテーテル
」は、カテーテルの機能・性能を向上して「カテーテルによる病変硬化部の穿孔治療を可
能にすると共に、病変部へのステントの留置装着を簡便迅速に成して」当該治療性の特段
の向上を図り、併せて当該被治療者の便宜向上を促進する有用な効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１発明１実施形態の「医療器具用チューブ体」を示し、（Ａ）はその正面図、
（Ｂ）はその拡大横断面図、（Ｃ）は前端部の拡大図、（Ｄ）は加工方法の説明図
【図２】第１発明１実施形態のカテーテルを示し、（Ａ）はその全体正面図、（Ｂ）はそ
の用法説明図
【図３】第２発明１実施形態のカテーテルを示し、（Ａ）はその正面図、（Ｂ）はその部
分正面図、（Ｃ）はその用法説明図
【図４】第２発明１実施形態のカテーテルを示し、（Ａ）はその部分正面図、（Ｂ）はそ
の用法説明図
【図５】本発明の「医療器具用チューブ体」の他の実施形態と加工方法を示し、（Ａ）は
そのチューブ体の正面図、（Ｂ）（Ｄ）はその加工方法の説明図、（Ｃ）は（Ｂ）の加工
装置の要部説明図
【図６】本発明の多層形態カテーテルの手元部の構造説明図
【符号の説明】
　１　 チューブ体
　１Ａ　下層チューブ体
　１Ｂ　上層チューブ体
　１Ｃ　外層チューブ体
　２　素線
　３　ナイフエッジサークル
　
　５　コネクタ
　６ 　操作部
　１０　捻回装置
　
　
　２０　血管
　２５　完全閉塞部
　２６　硬質部
　Ｇ　　ガイドワイヤ
　Ｋ　　カテーテル
　Ｒ　　ワイヤロープ
　Ｍ　　マーカー
　Ｓ　　ステント
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４　中空部

、６Ａ、６Ｂ、６Ｃ

１３　ウエイト
１６Ａ、１６Ｂ、１６Ｃ　加熱装置



　

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(9) JP 3971320 B2 2007.9.5



フロントページの続き

(72)発明者  加藤　富久
            名古屋市守山区脇田町１７０３番地　朝日インテック株式会社内

    審査官  岡崎　克彦

(56)参考文献  特表２００２－５３９９０１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１４３３１８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３２１４４６（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０１／０４７４３６（ＷＯ，Ａ２）
              特開平１０－２１１２０５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２７５７７４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－０５８９６１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０１－１３１６５３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１４３３２０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０５６８２２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61M  25/00
              A61B  17/00
              A61F   2/82

(10) JP 3971320 B2 2007.9.5


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

