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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非拡張形態と拡張形態とを有し、該拡張形態は、所定の全長と、該全長に沿って変化す
る直径とを有する、体腔内に設置されるステント（８０）であって、
　該ステントは拡張形態において先端ほど小径となるようテーパ状に形成された管状構造
体を有することと、該構造体は径方向外方に向かって、ステントが設置された体腔の部位
に対して作用する力と圧縮抵抗とを有することと、前記力は所定の規則性にて前記全長に
沿って変化することと、該テーパ状に形成された管状構造体は、基端側の部位に対応する
最大径の第１の端部領域（８６）と、より小径の中間領域（８４）と、末端側の部位に対
応する最小径の第２の端部領域（８７）とを有し、前記力は前記中間領域において前記第
１の領域における力よりも強く、前記第２の端部領域において前記中間領域における力よ
りも弱いこととを特徴とするステント。
【請求項２】
　全長に沿って変化する柔軟性を有し、体腔内の狭窄した部位に対対して接触する領域に
おいて最も固く、前記第１の端部領域及び第２の端部領域においてより柔軟であることを
特徴とする請求項１に記載のステント。
【請求項３】
　前記第１の端部領域及び第２の端部領域における、開いたセル構造と比較して、相対的
に閉じたセル構造を中間領域において有することを特徴とする請求項１に記載のステント
。
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【請求項４】
　自己拡張式ステントとして構成及び配置される請求項１に記載のステント。
【請求項５】
　バルーン拡張式ステントとして構成及び配置される請求項１に記載のステント。
【請求項６】
　前記ステント構造は自己拡張式とするために形状記憶材料にて形成されることと、該ス
テント構造は、非拡張形態と、記憶された拡張形態とを有し、該非拡張形態においては拡
張形態における平均の径よりも小さい平均の径を有し、拡張形態においては、第１の端部
領域から中間領域（８４）へ、さらには第２の端部領域へと全長にわたって変化する直径
を有し、該拡張形態の直径は、前記第２の端部領域（８７）においてより小さく、前記中
間領域において前記第２の領域における直径よりも大きく、前記第１の端部領域（８６）
において前記中間領域または前記第２の端部領域における直径よりも大きいことを特徴と
する請求項１に記載のステント。
【請求項７】
ニチノールにて形成されることを特徴とする請求項６に記載のステント。
【請求項８】
ステントは金属からなる表面を備えることと、第１の端部領域及び第２の端部領域（８６
，８７）における、開いたセル構造と比較して相対的に閉じたセル構造を中間領域（８４
）において有し、ステントの金属表面の面積の、ステントによって覆われる体腔の表面積
に対する比は拡張形態のステントの全長にわたってほぼ一定であることを特徴とする請求
項６に記載のステント。
【請求項９】
ステントは金属からなる表面を備えることと、最大径の第１の端部領域（８６）において
、中間領域（８４）及び第２の端部領域（８６）における、開いたセル構造と比較して相
対的に閉じたセル構造を有し、ステントの金属表面の面積の、ステントによって覆われる
体腔の表面積に対する比は拡張形態のステントの全長にわたってほぼ一定であることを特
徴とする請求項６に記載のステント。
【請求項１０】
相互に連結された蛇状かつ環状のセグメント（１０５）を有することを特徴とする請求項
１に記載のステント。
【請求項１１】
自己拡張式のステントとして構成及び配置され、前記第２の端部領域における、開いたセ
ル構造と比較して相対的に閉じたセル構造を前記最大径の第１の端部領域において有する
ことを特徴とする請求項１に記載のステント。
【請求項１２】
相互に連結された複数のストラット（１２０）にて構成され、中間領域（８４）の該スト
ラットは、第１の端部領域及び第２の端部領域（８６，８７）のストラットよりも大きな
幅と小さな長さとを有することを特徴とする請求項１に記載のステント。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は一般的に医療器具及びその使用に関する。より詳細には、本発明は動脈などの血
管を、特に分岐部領域において流れに対して開放状態に保持するためのステントに関する
。
【０００２】
（発明の背景）
ステントは、径方向に拡張させることが可能な体内プロテーゼであり、通常は、経皮的に
導入された後、経管的に留置して径方向に拡大させることが可能な血管内移植片である。
ステントはまた尿道や胆管内にも留置される。ステントは体内の脈管を強化し、脈管系に
おける血管形成術後の再狭窄を防止するうえで使用される。ステントには自己拡張式のも
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のとバルーンに装着される場合のように内部の径方向の力によって拡張される形式のもの
とがある。
【０００３】
ステントは管状の脈管内に挿入するためにほぼ管状をなす要素として形成される。バルー
ン拡張式のステントでは、バルーンへの装着、位置決定、及びステントを径方向外側に拡
張するためにバルーンを膨張させる必要がある。自己拡張式のステントは、拘束がなくな
るとバルーンの補助によることなく拡大して固定される。自己拡張式ステントは送達カテ
ーテルから解放されると拡大するように付勢されている。
【０００４】
狭窄部を有する血管は、硬化した物質が円筒状の脈管壁に円弧をなして内側に突出するよ
うに付着したものと考えることが可能であり、狭窄領域では幾分堅い物質が柔軟な壁に沿
って付着している。狭窄によって架橋された領域においては脈管のいかなる拡大に対して
も狭窄による抵抗が生じる。狭窄は例えばカルシウム沈着の程度などの組成において異な
り、したがって性質においても異なる。
【０００５】
全ての狭窄の円弧状の形状のため、ステントの径方向外向きの力に抗する抵抗は脈管の中
心軸に沿って変化する。具体的には、狭窄した脈管の抵抗はしばしば中央に向かって最大
となり、端部に向かうにしたがって減少し、健康な脈管組織が始まる点において急激に低
下する。
【０００６】
分岐部領域におけるような特定の場合においては、狭窄は流れに関連した現象と考えられ
ている。これについては血管分岐部におけるアテローム性動脈硬化症についての考察が述
べられている「Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ」（Richard Sh
aloh & Shu Chin, Macgraw-Hill Book Company, 1987）（生体工学の手引き）の第２１章
を参照されたい。
【０００７】
左及び右総動脈がこうした血管分岐部としては典型的なものである。これらの動脈は頭部
及び頚部における主要な動脈である。これらの総頚動脈は互いに非常に似通っており、頚
動脈分岐または頚動脈球において外頚動脈と内頚動脈とに分岐する。総頚動脈（左および
右の両方）から内頚動脈にかけての血管内部が大きく先細っているため、狭窄によって頚
動脈球および内頚動脈口の領域において、頚動脈へのステント留置における特定の問題が
生じる。頚動脈の分岐部すなわち球の領域は、特に両頚動脈の内頚動脈口の領域において
、狭窄の頻度が最も高い部位である。頚動脈へのステント留置には、この部位が外部から
の圧迫を受ける解剖学的位置であるために自己拡張式のステントが一般に好適である。
【０００８】
従来の自己拡張式ステントは、開放状態に保持されるべき狭窄部の長さよりも大きな長さ
を好適に有する。現在使用されているステントは、ステントの全長に沿ってほぼ一様な径
方向外側に向けた力および一様な圧縮力に対する抵抗力を有する。現在使用されているス
テントでは、血管の形状や抵抗に合わせてこれらの力が変化することはない。狭窄した血
管内に開放通路を維持し、かつ圧縮力に抗するうえで充分な力を有する、一定の力を作用
させるステントとしての従来技術に基づくステントは、狭窄部の末端側の健康な血管部分
においては必要以上の力を有する。このためステントの端部が外側に広がる場合があり、
狭窄部以外の組織内に突出して組織を刺激する場合がある。
【０００９】
狭窄部の両側に位置する、非対称な形状を有する血管部分において狭窄が発生する場合が
ある。その一例として、より狭隘な動脈に移行する広い開口部を有する内頚動脈口がある
。開口部の領域に留置された従来のステントは、不均一な血管径にほぼ均一な径方向外側
に向かう力を作用させる。すなわち、作用する力は小径部において大径部よりも大きくな
る。この力が小径の血管領域に好適な大きさに調整されている場合、大径の血管領域にお
いては最適値よりも小さな値となる。逆にこの力が大径の血管領域に好適な大きさに調整
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されている場合、小径の血管領域においては最適値よりも大きな値となる。
【００１０】
反発する狭窄内において血管を開放状態に保つうえで充分な力を与えるが、狭窄のない健
康な血管領域に対しては必要な大きさの力のみを与えることが可能なテーパ形成されたス
テントが待望されているが、これまでのところ提供されてこなかった。また、狭窄部の両
側の不均一な血管径を有する血管領域内の狭窄に沿って、必要とされる力（外側に向けた
力および圧縮に対する抵抗）のみを与えるテーパ形成されたステントも提供されてこなか
った。これは、全長に沿って、径方向の力、セルの大きさ、形状、柔軟性が変化し、全長
に沿ってより一定な金属対動脈比（Ｍ／Ａ）を与える本発明のテーパ形成されたステント
によって提供される。Ｍ／Ａは、ステントの金属表面の面積の、ステントによって覆われ
る血管の表面積に対する比である。
【００１１】
（発明の概要）
本発明は、その好適な一実施形態において、非拡張状態においては管状または円筒形状を
有し、拡張状態すなわち記憶された状態においてはテーパ形成された管状または円筒形状
を有する形状記憶金属にて形成された自己拡張式ステントを含む。また、圧縮に対するそ
の抵抗は全長に沿って変化する。更に、ステントを構成するセルの形態は、力の作用、及
び、プラークを大きく覆いこれを支持することが求められる部位において閉じており、柔
軟性が求められる部位において開いている。更に、金属対動脈比は、拡張状態にあるステ
ントの全長にわたってより一定となっている。こうしたステントの１つとしてニッケル－
チタン合金（ニチノール）にて形成されるものがある。他の形状記憶金属を使用すること
も可能である。一実施形態においては、ステントは、径方向外側に向けた力が中央におい
てより大きく、両端においてより小さくなるように構成される。別の一実施形態において
は、ステントは、径方向外側に向けた力が一端においてより大きく、反対側の端部におい
てより小さくなるように構成される。こうしたステントは、頚動脈の分岐部やこれに付随
する開口部領域などの、狭窄し、狭くなった血管領域に留置するうえで好適である。
【００１２】
本発明のステントでは、より大きな径方向の力を要する領域においてより多量の金属を用
い、より小さな径方向の力を要する領域においてより少量の金属を用いた連結部において
交差する構造的要素をステントにおいて有することにより、全長に沿った径方向の力の変
化を実現することが可能である。交差部の金属またはストラット要素の金属の量は、交差
領域のサイズまたはストラットのサイズを変更することによって変化させることが可能で
ある。実際には、より多くの、またはより少ない数の連結要素を使用することにより、径
方向の力を増大させること以上にステントの全長に沿った柔軟性を変化させる。好適な一
実施形態においては、ステント構造はニチノール製の管をレーザによって切り抜くことに
よって形成され、より大きな径方向外側の力および圧縮抵抗を要する領域においてより大
きな幅かつより小さな長さを有するストラットが形成される。
【００１３】
さらに本発明のストラットは、拡張状態、すなわちテーパ形状に拡張された状態において
、全長にわたってより一定の金属対動脈比を与えるように構成されることを特徴とする。
【００１４】
好適な一実施形態において、ステント構造は、管状構造を与えるように整列された複数の
蛇状かつ環状のセグメントを有する。これらのセグメントは長手方向に相互に連結される
。この実施形態及び他の実施形態においてステントのストラットの寸法を変更することに
より、所望の径方向の力を変化させることが可能である。一実施形態においては、より大
きな径方向の力を要するステントの領域は、より小さな力を要する領域におけるよりも、
より大きな幅とより小さな長さを有するストラットを備える。この目的のためにセグメン
ト間の連結要素の数を変更することも可能である。さらに、ストラットの長さ及び間隔、
及び全体のサイズを変更することによってこれを行うことも可能である。別の制御方法は
、セルの構成自体によるものである。閉じたセルによって、開いたセルと比較してプラー
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クをより大きく覆いかつ支持することが可能である。一般に、閉じたセルはステントの隣
り合うセグメントのセルに連結されるのに対して、開いたセルはそのようには連結されな
い。これらの因子によっても、柔軟性及び形状一致性といった性質を制御することが可能
である。閉じた、または開いたセルの形状を利用して、狭窄部において、より大きな支持
をプラークに与え（閉じたセル）、狭窄部の両側においてより小さな支持及び大きな柔軟
性を与える（開いたセル）ことが可能である。更に、閉じたセル構造を利用して外頚動脈
の起点部や他の任意の血管側枝への開口部に架橋することが可能である。
【００１５】
一般的に、本発明のステントには、ステントの全長にわたって所定の規則性にて変化する
上記に述べたような径方向の力を与えることが好ましい。すなわち、セルの形態は、狭窄
部のプラークにステントが接触する領域において閉じており、健康な血管組織にステント
が接触する領域においてより開いている。また、柔軟性及び形状一致性は、非拡張状態及
び拡張状態の両方においてステントの全長にわたって所定の規則性にて変化するように構
成される。
【００１６】
本発明に基づいて製造されるステントにより、先細りする血管における局所的な力の条件
により見合った径方向外側を向いた力が与えられる。具体的には、本発明のステントによ
り、健康な組織の領域において過剰な力を作用させることなく、狭窄においてのみ必要と
されるより大きな力が与えられる。本発明のステントにより、先細りする血管の領域の条
件により見合った拡張した形状が与えられる。ステントは、好ましくは基端側の大径端部
または中間部においてより高い剛性及び強度を有し、末端側の小径部においてより低い強
度及び高い柔軟性を有することにより、ステントの末端側の血管の緊張を緩和して捩れを
防止する。基端を柔軟性とすることも可能である。
【００１７】
さらに、全長に沿って変化する性質を有する本発明のステントは、直径が大きく変化する
分岐部にわたって使用することが可能なバルーン拡張式のステントにおいて、末端側のよ
り小さなバルーン及び基端側のより大きなバルーンを膨らませることによって適用するこ
とも可能である。
【００１８】
本発明は更に、上記に述べたような種類のステントの使用をともなう、血管の分岐領域に
おける狭窄を治療するための方法にも関する。
（発明の詳細な説明）
図１は、大径領域５６、小径領域５８、及び、これら領域の間のどこか、すなわち、交差
線にてハッチングが施された部分において狭窄（図に示されていない）を有する、内頚動
脈などの先細る血管５２を示したものである。図１の先細る血管は、左総頚動脈５７の分
岐部における開口部において見られるような形状を示したものであり、ここで血液は左総
頚動脈５７から左内頚動脈５９内に流入する。分岐部はまた左外頚動脈６０内に開口する
。大径領域５６を開放状態に保つうえで充分な力を有する通常のステントは、小径領域５
８を開放状態に保つうえで必要であるよりも大きな力を有することになる。
【００１９】
図２ａは、本発明を具体化したステントの、テーパ形成されるとともに拡張されたステン
ト長Ｌに沿って径方向外側に向かう力Ｆをプロットしたグラフ６６ａを示したものである
。このステントは端部領域６８ａにおいて反対側の端部領域７０ａよりも大きな力を有す
る。図２ａの力曲線を有するテーパ形成されたステントは、血管の大径部５６を開放状態
に保つうえで充分な力を有するとともに、作用する力が小さいことが求められる、健康組
織を有する血管の小径領域においてはより小さな力を作用させるため、図１に示されるよ
うな狭窄にわたって配設するうえで好適である。
【００２０】
図３は、図２に示されるような力の分布を有する本発明のニチノール製ステントの好適な
一実施形態を概略的に示したものである。自己拡張式ステント８０は、健康な血管組織に
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接触するための形状適合可能な末端８２と、より硬く、より大きなプラークの支持を与え
る閉鎖セル基端領域８８とを有する。自己拡張式ステント８０は、拡張される際には図に
示されるようなテーパが付けられた径を有する。例として、０．５９９ｃｍ（０．２３６
インチ）の末端側の径及び０．８９９ｃｍ（０．３５４インチ）の基端側の径が一般的で
ある。これらの寸法は変更可能である。ステント８０は送達カテーテルの末端に配され、
着脱可能なシースにてこれを覆って挿通されるべき狭窄にまで進め、シースを外すことに
より自己拡張を行うために露出させる。ステント８０は記憶されたテーパ形状へと径方向
に拡張して狭窄及び血管壁を押す。
【００２１】
図４は、中間領域１０４、端部領域１０６及び１０８を有するステント１００として実施
された、非拡張状態にある図３のニチノール性ステントをより詳細に示したものである。
ステント１００は図５に示されるように管状であり、ジグザグのパターンをなす複数の蛇
状セグメント１０５，１０７，１０９，１１１及び１１３にて構成される。各セグメント
はステント１００の一部を径方向において包囲する。再び図４を参照すると、セグメント
１１３同士が連結要素１１０によって長手方向に相互に連結されているのに対し、蛇状セ
グメント１０５，１０７，１０９及び１１１は図４ａ及び４ｂに示されるように直接連結
１１２により相互に連結されている。ステント１００を形成するうえで好ましい材料とし
てニチノールがある。この実施形態では、ステントは、０．０１５ｃｍ（０．００６イン
チ）の壁厚と０．２０６ｃｍ（０．０８１インチ）の直径を有し、連続した壁を有するニ
チノール製の管をレーザ加工することにより形成され、図に示されるようなステント構造
のみが切り残される。ステントの異なる要素の典型的な寸法を例として図に示した。
【００２２】
図６を参照すると、図４のステントが拡張されるとともに先細った状態にて示されている
。ニチノールは形状記憶合金であるので、図４に示されるような形状かつサイズに形成し
、テーパが付けられたツール上に配して、例として上述した０．５９９ｃｍ（０．２３６
インチ）の末端側の直径と０．８９９ｃｍ（０．３５４インチ）の基端側の直径のような
所望の拡張形状及びサイズに拡張させ、例として５００℃の高温に加熱して、記憶される
サイズ及び形状をツール上で与えることが可能である。この後ステントをツールから外し
、送達カテーテルに装着するために圧縮することが可能である。
【００２３】
図４において上述した寸法を有するニチノール製ステントから始めることにより、拡張状
態において、図３に基づいて前述したような所望の性質を有するステントが与えられる。
図の寸法はすべてインチにて示されている。無論これが本発明に基づくステントのあくま
で一例に過ぎないことは云うまでもない。
【００２４】
図７では図１と同様、大径領域５６、小径領域５８、分岐血管５５、及び領域５６と５８
との間、すなわち交差線にてハッチングが施された領域のどこかに存在する狭窄（図に示
されていない）を有する先細る血管５２が示されている。ここでもやはり図７の先細る血
管は左総頚動脈５７の分岐部において見られるような形状を示し、ここで血液は左総頚動
脈５７から左内頚動脈５９に流入する。
【００２５】
図２ｂは、本発明を具体化したステントの、テーパ形成されるとともに拡張されたステン
ト長Ｌに沿って径方向外側に向かう力Ｆをプロットしたグラフ６６ｂを示したものである
。このステントは中間領域６７ｂにおいて端部領域６８ｂ及び７０ｂよりも大きな力を有
する。図２ｂの力曲線を有するテーパ形成されたステントは、内頚動脈５９の開口部にお
いて大径部を開放状態に保つうえで充分な力を有するとともに、大径端部５６及び小径端
部５８の健康な組織にはより小さな力を作用させるため、図７に示されるような狭窄にわ
たって配設するうえで好適である。
【００２６】
このような交差線にてハッチングした領域において使用するためのステントとして、図１
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～６に基づいて上述したステントとは異なる、図８及び９に基づいて述べられるような性
質を有するものがある。
【００２７】
図８の概略図を参照すると、ステント８０は中間領域８４、端部領域８６及び８７を有す
る。ステントの単位長さ当りに作用する径方向の力の大きさは、より短く幅の広いストラ
ットを有する領域においてより大きい。図８に概略的に示されるように、ステント８０は
中央領域８４において端部領域８６及び８７におけるよりも短くて幅の広いストラットを
有する。したがって、ステント８０は、中央領域８４において端部領域８６及び８７にお
けるよりも大きな径方向外側に向かう力と圧縮抵抗を有し、図７の交差線ハッチングされ
た領域に配するうえで特に有用である。
【００２８】
図９は、中間領域１０４、端部領域１０６及び１０８を有するステントとしての、図８の
非拡張状態にあるニチノール製ステントの実施形態を平面図にてより詳細に示したもので
ある。ステント１００は図１０に示されるように管状であり、ジグザグのパターンをなす
複数の蛇状セグメント１０５，１０７，１０９，１１１及び１１３にて構成される。各セ
グメントはステント１００の一部を径方向において包囲する。セグメント１１１及び１１
３は複数の連結要素１１０によって長手方向にそれぞれ相互に連結されるのに対し、蛇状
セグメント１０５，１０７及び１０９はすべて、図９ａ及び９ｂに詳細に示されるように
直接連結１１２によって連結される。この実施形態もやはり０．０１５ｃｍ（０．００６
インチ）の壁厚と０．２０６ｃｍ（０．０８１インチ）の直径を有し、連続した壁を有す
るニチノール製の管をレーザ加工することにより形成され、図に示されるようなステント
構造のみが切り残される。ステントの異なる要素の典型的な寸法を例として図９に示した
。
【００２９】
図６に示されるテーパ形状に拡張された図４のステントの実施形態と同様、図９のステン
トにも拡張状態において先細りした記憶形状を与えることが可能である。このステントは
これまでに述べた所望の性質のすべて、特に図２ｂに基づいて述べた性質を備えるもので
ある。図９の寸法はすべてインチである。
【００３０】
本発明は、先細りした解剖学的構造において使用するためのステントであって、先細りし
た形状に拡張される際に全長に沿って変化する径方向の力を与えるステントを提供するも
のである。以上、こうしたステントを、使用状態において狭窄した血管領域にわたって配
設されるものとして説明の目的で述べた。別の用途として、ステントがなければ狭窄して
しまう身体の管路において通路を開放状態に維持することがある。他の目的に使用される
ステントも本発明の範囲に含まれることは明らかである。
【００３１】
ここでは本発明を説明するために自己拡張式のステントを示したが、いわゆるバルーン拡
張式ステントにおいてもやはりここに述べられたような、径方向の力が変化するという特
徴を備えることが可能である。しかしバルーン拡張式のステントでは、これらの力は一般
にステントを拡張するうえで必要とされるよりも小さく、したがってバルーンを当業者に
知られる方法にて使用してステントを完全に拡張する。テーパ形状を得るために直径の異
なる２個のバルーンを使用してステントの各端部を拡張することが可能である。これらの
バルーン拡張式ステントは、開口部におけるような血管の領域において有利に用いること
が可能である。これは、開口部では、狭窄領域においてより剛性かつ重い要素を有するス
テントが望ましく、ステントの末端部がより高い可撓性を有することが望ましいことによ
る。例として、バルーン拡張式ステントを、図４または図９に示されるような構成及び寸
法にてステンレス鋼から形成することが可能である。したがって、バルーン拡張式のステ
ントも本発明の範囲に包含されることは認識されるべきである。
【００３２】
使用に際しては、非拡張形態の自己拡張型のステントを、送達カテーテルに装着し、引き
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口または分岐部留置）。通常、基端方向に引っ張ることによりシースを引き込んでステン
トを露出させる。これによりステントは自己拡張して血管壁及び狭窄に接触する。ここに
述べられるニチノール型のもののような自己拡張式ステントの場合、ステントは露出され
るとテーパが付けられた形態へと拡張し、上記に述べたような所望の性質を示す。自己拡
張式のステントを拘束するために一般にシースが用いられる。バルーン拡張式ステントは
通常バルーン上にクリンプされ、シースによって覆われない。非自己拡張式のステントの
場合、バルーンや他の径方向の力を与える手段はステント内で膨らまされてこれを拡張す
る。ここに述べられるステントの場合、２個のバルーンを順次使用してこれを行うことが
可能である。例として、テーパ形態の小径の端部において小さなバルーンを用いてステン
トを拡張し、次いでテーパ形態の大径の端部において大きなバルーンを用いてステントを
拡張する。ここでカテーテルを抜脱するとステントは血管内に留置される。この方法は、
ステントの開口部型または分岐部型のいずれが移植されているかに応じて調整可能である
。
【００３３】
この出願に含まれる発明の多くの特徴ならびに利点を上記の記載において述べたが、この
開示は多くの側面においてあくまで説明的のものであることは認識されるであろう。発明
の範囲を超えることなく、特に形状、大きさ、部品の配置、材料といった細部において変
更を行うことが可能である。発明の範囲は無論のこと特許請求の範囲を記述する文言にお
いて定義されるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】頚動脈ステント留置の方法１を示す模式図。
【図２ａ】図１に示されるように配置される開口部ステントとしての改良ステントの力と
長さの関係を示すグラフ。
【図２ｂ】図７に示されるように配置される分岐部ステントとしての改良ステントの力と
長さの関係を示すグラフ。
【図３】図１の方法１において使用されるテーパ形成されたステントの拡張された状態を
示す概略断面図。
【図４】例示的寸法を有する、非拡張状態にある図３に概略的に示される種類のステント
の細部を示す平面図。
【図４ａ】図４の一部を詳細に示す図。
【図４ｂ】図４の一部を詳細に示す図。
【図４ｃ】図４の一部を詳細に示す図。
【図４ｄ】図４の一部を詳細に示す図。
【図５】図４のステントを示す端面図。
【図６】拡張状態にある図４のステントを示す図。
【図７】頚動脈ステント留置の方法２を示す模式図。
【図８】拡張状態にある、図７の方法２において使用されるテーパ形成されたステントを
示す概略断面図。
【図９】例示的寸法を有する、非拡張状態にある図８に概略的に示される種類のステント
の細部を示す平面図。
【図１０】図９のステントを示す端面図。
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