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(57)【要約】
　可撓性ステント－グラフトがポリマーの非テキスタイ
ルグラフト層を有し、２つまたはそれ以上のグラフト層
相互間でのステントの運動を可能にした状態でステント
が２つまたは３つ以上のグラフト層相互間に設けられて
いる。ステントは、グラフト層相互間の非固定状態のグ
ラフト部分のポケット内に設けられている波状に起伏し
たワイヤステントを含む。ステントは、１つまたは複数
のリボン状のグラフト層を有するリボン状ステントであ
るのが良い。
【選択図】図１３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管内ステント－グラフトであって、
　互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた管状ステント壁を有し、
　厚さを有するとともに互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた波状に起伏
しているワイヤを有し、前記波状起伏ワイヤは、前記ステント壁を構成するよう複数のほ
ぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、
　前記波状起伏ワイヤは、山部および谷部によって構成された複数の波状起伏部を有し、
隣り合うほぼ周方向の巻き部の山部は、互いに距離を隔てて配置され、
　前記第１のワイヤ端は、第１の波状起伏部に第１の端のところで固定され、
　前記第２のワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のところで固定され、
　非テキスタイルポリマーグラフト材料の層を含むグラフトライナを有し、
　非テキスタイルポリマーグラフト材料の層を含むグラフトカバーを有し、
　前記グラフトライナと前記グラフトカバーは、互いに選択的に固定されて該固定部のと
ころに固定状態のグラフト部分を構成するとともに該固定グラフト部分相互間に固定され
ていないグラフト部分を構成し、該非固定グラフト部分は、前記グラフトライナと前記グ
ラフトカバーとの間にグラフトキャビティを構成し、
　前記管状ステント壁は、前記グラフトキャビティ内に設けられ、
　前記グラフトキャビティは、前記波状起伏ワイヤの厚さよりも大きな長手方向広がりを
有する、血管内ステント－グラフト。
【請求項２】
　前記固定グラフト部分は、前記波状起伏ワイヤのほぼ厚さ以上の長手方向広がりを有す
る、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３】
　前記固定グラフト部分は、前記波状起伏ワイヤのほぼ厚さ以下の長手方向広がりを有す
る、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項４】
　前記第１および前記第２の波状起伏部にそれぞれ固定されている前記第１および前記第
２のワイヤ端を除き、隣り合うほぼ周方向の巻き部には相互連結ストラットおよび溶接部
がない、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項５】
　前記グラフトカバーのための前記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別可能
な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、結節
および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低いま
たは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された結晶
粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細構造
が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にない多
孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透性ポ
リテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリテト
ラフルオロエチレンで構成されている、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項６】
　前記グラフトライナのための前記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別可能
な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、結節
および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低いま
たは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された結晶
粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細構造
が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にない多
孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透性ポ
リテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリテト
ラフルオロエチレンで構成されている、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
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【請求項７】
　前記グラフトライナと前記グラフトカバーは、前記固定グラフト部分のところで互いに
貼り付けられまたは接着されている、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項８】
　前記波状起伏ワイヤは、前記グラフトポケット内では前記グラフトライナおよび前記グ
ラフトカバーに固定されていない、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項９】
　血管内ステント－グラフトであって、
　互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた管状ステント壁を有し、
　厚さを有するとともに互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた波状に起伏
しているワイヤを有し、前記波状起伏ワイヤは、前記ステント壁を構成するよう複数のほ
ぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、
　前記波状起伏ワイヤは、山部および谷部によって構成された複数の波状起伏部を有し、
隣り合うほぼ周方向の巻き部の山部は、互いに距離を隔てて配置され、
　前記第１のワイヤ端は、第１の波状起伏部に第１の端のところで固定され、
　前記第２のワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のところで固定され、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えたグラフトライナを有し、前記グラフトライナは、非テキスタ
イルのポリマーグラフト材料の層を含み、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えたグラフトカバーを有し、前記グラフトカバーは、非テキスタ
イルのポリマーグラフト材料の層を含み、
　前記グラフトライナの前記第１の端部分と前記グラフトカバーの前記第１の端部分は、
融着状態の第１の端を構成するよう互いに固定され、
　前記グラフトライナの前記第２の端部分と前記グラフトカバーの前記第２の端部分は、
融着状態の第２の端を構成するよう互いに固定され、
　前記グラフトカバーおよび前記グラフトライナの前記中間部分の少なくとも一部分は、
互いには固定されておらず、該非固定部には非固定状態のグラフト部分が構成され、前記
非固定グラフト部分は、前記グラフトライナと前記グラフトカバーとの間にグラフトキャ
ビティを構成し、
　前記管状ステント壁は、前記グラフトキャビティ内に設けられている、血管内ステント
－グラフト。
【請求項１０】
　複数の非固定状態のグラフト部分を更に有する、請求項９記載の血管内ステント－グラ
フト。
【請求項１１】
　前記非固定グラフト部分は、実質的に前記グラフトカバーおよび前記グラフトライナの
前記中間部分に沿って延びている、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項１２】
　前記グラフトカバーは、前記第１の端と前記第２の端との間にプリーツ付き部分を有す
る、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項１３】
　前記グラフトカバーは、前記第１の端と前記第２の端との間にクリンプ付き部分を有す
る、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項１４】
　前記第１および前記第２の波状起伏部にそれぞれ固定されている前記第１および前記第
２のワイヤ端を除き、隣り合うほぼ周方向の巻き部には相互連結ストラットおよび溶接部
がない、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項１５】
　前記グラフトカバーのための前記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別可能
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な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、結節
および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低いま
たは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された結晶
粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細構造
が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にない多
孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透性ポ
リテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリテト
ラフルオロエチレンで構成されている、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項１６】
　前記グラフトライナのための前記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別可能
な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、結節
および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低いま
たは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された結晶
粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細構造
が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にない多
孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透性ポ
リテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリテト
ラフルオロエチレンで構成されている、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項１７】
　前記グラフトライナと前記グラフトカバーは、前記固定グラフト部分のところで互いに
貼り付けられまたは接着されている、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項１８】
　リボン状ステント－グラフトを含む血管内ステント－グラフトであって、前記リボン状
ステント－グラフトは、
　互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた管状ステント壁を有し、
　厚さを有するとともに互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた波状に起伏
しているワイヤを有し、前記波状起伏ワイヤは、前記ステント壁を構成するよう複数のほ
ぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、
　前記波状起伏ワイヤは、山部および谷部によって構成された複数の波状起伏部を有し、
中間ワイヤ部分が前記山部および前記谷部と同一の広がりを有し、隣り合うほぼ周方向の
巻き部の山部は、互いに距離を隔てて配置され、
　前記第１のワイヤ端は、第１の波状起伏部に第１の端のところで固定され、
　前記第２のワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のところで固定され、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに前記第１の端部
分と前記第２の端部分との間に位置する中間部分を備えた細長い扁平なリボンライナを有
し、前記扁平なリボンライナは、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を有し、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えた細長い扁平なリボンカバーを有し、前記扁平なリボンカバー
は、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を含み、
　前記細長いリボンカバーは、前記中間ワイヤ部分上に設けられ、
　前記細長いリボンライナは、前記中間ワイヤ部分下に設けられ、
　前記細長いリボンカバーと前記細長いリボンライナは、互いにかつ前記中間ワイヤ部分
に固定可能に取り付けられている、血管内ステント－グラフト。
【請求項１９】
　前記細長いリボンカバーの幅部および前記細長いリボンライナの幅部は、前記波状起伏
ワイヤの前記山部および前記谷部まで延びてはいない、請求項１８記載の血管内ステント
－グラフト。
【請求項２０】
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えた管状グラフトライナを有し、前記管状グラフトライナは、非
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テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を更に含み、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えた管状グラフトカバーを有し、前記管状グラフトカバーは、非
テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を更に含み、
　前記管状グラフトライナの前記第１の端部分と前記管状グラフトカバーの前記第１の端
部分は、融着状態の第１の端を構成するよう互いに固定され、
　前記管状グラフトライナの前記第２の端部分と前記管状グラフトカバーの前記第２の端
部分は、融着状態の第２の端を構成するよう互いに固定され、
　前記管状グラフトカバーおよび前記管状グラフトライナの前記中間部分の少なくとも一
部分は、互いには固定されておらず、該非固定部には非固定状態の管状グラフト部分が構
成され、前記非固定管状グラフト部分は、前記管状グラフトライナと前記管状グラフトカ
バーとの間にグラフトキャビティを構成し、
　前記リボン状ステント－グラフトは、前記グラフトキャビティ内に設けられている、請
求項１８記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項２１】
　複数の非固定状態の管状グラフト部分を更に有する、請求項２０記載の血管内ステント
－グラフト。
【請求項２２】
　前記非固定管状グラフト部分は、実質的に前記グラフトカバーおよび前記グラフトライ
ナの前記中間部分に沿って延びている、請求項２０記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項２３】
　前記管状グラフトカバーは、前記第１の端と前記第２の端との間に、前記血管内ステン
ト－グラフトの長手方向圧縮または軸方向曲げの際にプリーツ付き部分を形成するよう構
成されている、請求項２０記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項２４】
　前記管状グラフトカバーは、前記第１の端と前記第２の端との間に、前記血管内ステン
ト－グラフトの長手方向圧縮または軸方向曲げの際にクリンプ付き部分を形成するよう構
成されている、請求項２０記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項２５】
　前記第１および前記第２の波状起伏部にそれぞれ固定されている前記第１および前記第
２のワイヤ端を除き、隣り合うほぼ周方向の巻き部には相互連結ストラットおよび溶接部
がない、請求項１９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項２６】
　前記細長いリボンカバーのための前記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別
可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、
結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低
いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された
結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細
構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にな
い多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透
性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリ
テトラフルオロエチレンで構成されている、請求項１９記載の血管内ステント－グラフト
。
【請求項２７】
　前記細長いリボンライナのための前記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別
可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、
結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低
いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された
結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細
構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にな
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い多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透
性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリ
テトラフルオロエチレンで構成されている、請求項１９記載の血管内ステント－グラフト
。
【請求項２８】
　前記管状グラフトカバーのための前記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別
可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、
結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低
いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された
結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細
構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にな
い多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透
性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリ
テトラフルオロエチレンで構成されている、請求項２０記載の血管内ステント－グラフト
。
【請求項２９】
　前記管状グラフトライナのための前記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別
可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、
結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低
いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された
結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細
構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にな
い多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透
性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリ
テトラフルオロエチレンで構成されている、請求項２０記載の血管内ステント－グラフト
。
【請求項３０】
　前記管状グラフトライナと前記管状グラフトカバーは、前記固定グラフト部分のところ
で互いに貼り付けられまたは接着されている、請求項２０記載の血管内ステント－グラフ
ト。
【請求項３１】
　前記血管内ステント－グラフトは、約１８０°曲がるよう構成され、約６ｍｍ以下の隙
間が前記曲がり部の近くに位置する前記グラフトカバーの部分相互間に存在し、前記血管
内ステント－グラフトは、前記曲がり部を貫通して実質的に管の形状を維持する、請求項
１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３２】
　前記血管内ステント－グラフトは、約１８０°曲がるよう構成され、約６ｍｍ以下の隙
間が前記曲がり部の近くに位置する前記グラフトカバーの部分相互間に存在し、前記血管
内ステント－グラフトは、前記曲がり部を貫通して実質的に管の形状を維持する、請求項
９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３３】
　前記血管内ステント－グラフトは、約１８０°曲がるよう構成され、約６ｍｍ以下の隙
間が前記曲がり部の近くに位置する前記管状グラフトカバーの部分相互間に存在し、前記
血管内ステント－グラフトは、前記曲がり部を貫通して実質的に管の形状を維持する、請
求項２０記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３４】
　前記血管内ステント－グラフトは、約１８０°以上曲がるよう構成され、前記血管内ス
テント－グラフトは、前記曲がり部の一部分に実質的な直径の減少部を有することはない
、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３５】
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　前記血管内ステント－グラフトは、約１８０°以上曲がるよう構成され、前記血管内ス
テント－グラフトは、前記曲がり部の一部分に実質的な直径の減少部を有することはない
、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３６】
　前記血管内ステント－グラフトは、約１８０°以上曲がるよう構成され、前記血管内ス
テント－グラフトは、前記曲がり部の一部分に実質的な直径の減少部を有することはない
、請求項２０記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３７】
　前記固定グラフト部分には縫合糸がない、請求項１記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３８】
　前記グラフトライナおよび前記グラフトカバーの前記固定グラフト部分には縫合糸がな
い、請求項９記載の血管内ステント－グラフト。
【請求項３９】
　前記管状グラフトライナおよび前記管状グラフトカバーの前記固定管状グラフト部分に
は縫合糸がない、請求項２０記載の血管内ステント－グラフト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術、すなわち本発明は、ステント－グラフトに関する。特に、本発明は、可撓性ス
テント－グラフトに関し、この可撓性ステント－グラフトは、ポリマーの非テキスタイル
グラフト層を有し、２つまたはそれ以上のグラフト層相互間でのステントの運動を可能に
した状態でステントが２つまたは３つ以上のグラフト層相互間に設けられている。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２０１５年５月１１日に出願された米国特許仮出願第６２／１５９，４１５号
の権益主張出願であり、この米国特許仮出願を参照により引用し、その記載内容全体を本
明細書の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　ステント－グラフトは、１つまたは２つ以上のテキスタイルグラフト層と関連したステ
ントを含む場合がある。本明細書で用いられるテキスタイルグラフト層という用語は、典
型的なテキスタイル（布）形成プロセス、例えば、織成、編成、編組などによって形成さ
れた層を意味している。ステントは、典型的には、縫合糸の使用によりグラフト層に固定
される。かかるテキスタイルを含むステント－グラフトの欠点は、特にステント－グラフ
トが流体密であり、例えば１つまたは複数のグラフト層のテキスタイル壁の幾つかまたは
全てを通る血流を制限し、阻止し、または違ったやり方で制御することになっている場合
、プロフィールが高く、すなわち、テキスタイル層が比較的厚いということにある。
【０００４】
　ステント－グラフトのプロフィールを減少させる（ステント－グラフトを薄型にする）
ため、非テキスタイル層が用いられる場合がある。本明細書で用いられるポリマーの非テ
キスタイル層という用語は、ポリマー材料のシートまたは筒体、例えば押し出しポリマー
シートおよび筒体を意味するが、これらには限定されない。典型的には、かかるステント
－グラフトは、円筒形マンドレル上で作製される場合があり、この場合、グラフトは、ス
テント－グラフトが長手方向圧縮を受けようとしているときにステント－グラフトの運動
を制限する純粋に筒状の形態に貼り付けられまたは積層される。しかしながら、ステント
－グラフトを長手方向に圧縮することができるようにすることが有用であり、したがって
、ステント－グラフトは、曲がることができそして特定の解剖学的構造に容易に適合する
ことができ、しかも導入または運搬（デリバリ）手技の実施を容易にすることができるよ
うになっている。しかしながら、ステント－グラフトが純粋に筒状の形態に製造されてい
るときに可撓性の量を制限する剪断力がある特定のステント－グラフト中に存在する場合
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が多い。これは、頂部または外側の層および底部または内側の層がステント－グラフトの
形成の際に互いに完全に融着される場合に特に言える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　かくして、ステントが２つまたはそれ以上のグラフト層相互間に設けられた状態の１つ
または２つ以上のポリマー非テキスタイルグラフト層を有する可撓性ステント－グラフト
が要望されている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ステントが２つまたはそれ以上のグラフト層相互間に設けられた状態のポリ
マーの非テキスタイルグラフト層を有する低プロフィール可撓性ステント－グラフトを提
供する。非テキスタイルグラフト層のうちの１つまたは２つ以上は、ステントのジグザグ
または開口格子模様相互間の可撓性が高まるよう加工されるのが良い。さらに、本発明の
ステント－グラフトは、内側グラフト層と外側グラフト層が、互いに対して積層されてい
ない領域を有するのが良く、それによりステント部分がグラフト材料のかかる開口ポケッ
ト間で動きまたは浮動することができる。幾つかの実施形態では、ステントの相当大きな
部分は、グラフト相互間で自由浮動状態であるのが良い。拘束部を除きまたは減らし、そ
れによりステントが種々の度合いまで、例えばグラフト材料内で全体的に、実質的に、大
部分または部分的に自由に浮動することができるようにする他の方法および実施形態が記
載される。
【０００７】
　一実施形態では、血管内ステント－グラフトは、互いに反対側に位置する第１の端と第
２の端を備えた管状ステント壁と、厚さを有するとともに互いに反対側に位置する第１の
端と第２の端を備えた波状に起伏しているワイヤとを有し、波状起伏ワイヤは、ステント
壁を構成するよう複数のほぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、波状起伏ワイ
ヤは、山部および谷部によって構成された複数の波状起伏部を有し、隣り合うほぼ周方向
の巻き部の山部は、互いに距離を隔てて配置され、第１のワイヤ端は、第１の波状起伏部
に第１の端のところで固定され、第２のワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のとこ
ろで固定され、血管内ステント－グラフトは、非テキスタイルポリマーグラフト材料の層
を含むグラフトライナと、非テキスタイルポリマーグラフト材料の層を含むグラフトカバ
ーとを更に有する。グラフトライナとグラフトカバーは、互いに選択的に固定されるのが
良く、かかるグラフトライナとグラフトカバーは、この固定部のところに固定状態のグラ
フト部分を構成するとともにこれら固定グラフト部分相互間に固定されていないグラフト
部分を構成し、これら非固定グラフト部分は、グラフトライナとグラフトカバーとの間に
グラフトキャビティを構成する。管状ステント壁は、グラフトキャビティ内に設けられる
。グラフトキャビティは、波状起伏ワイヤの厚さよりも大きな長手方向広がりを有するの
が良い。
【０００８】
　別の実施形態では、血管内ステント－グラフトは、互いに反対側に位置する第１の端と
第２の端を備えた管状ステント壁と、厚さを有するとともに互いに反対側に位置する第１
の端と第２の端を備えた波状に起伏しているワイヤとを有し、波状起伏ワイヤは、ステン
ト壁を構成するよう複数のほぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、波状起伏ワ
イヤは、山部および谷部によって構成された複数の波状起伏部を有し、隣り合うほぼ周方
向の巻き部の山部は、互いに距離を隔てて配置され、第１のワイヤ端は、第１の波状起伏
部に第１の端のところで固定され、第２のワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のと
ころで固定され、血管内ステント－グラフトは、互いに反対側に位置する第１の端部分と
第２の端部分を備えるとともにこれら端部分相互間に位置する中間部分を備えたグラフト
ライナを更に有し、グラフトライナは、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を含
み、血管内ステント－グラフトは、互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分
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を備えるとともにこれら端部分相互間に位置する中間部分を備えたグラフトカバーを更に
有し、グラフトカバーは、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を含み、グラフト
ライナの第１の端部分とグラフトカバーの第１の端部分は、互いに固定され、グラフトラ
イナの第２の端部分とグラフトカバーの第２の端部分は、互いに固定され、グラフトカバ
ーおよびグラフトライナの中間部分の少なくとも一部分は、互いには固定されておらず、
この非固定部には非固定状態のグラフト部分が構成され、非固定グラフト部分は、グラフ
トライナとグラフトカバーとの間にグラフトキャビティを構成し、管状ステント壁は、グ
ラフトキャビティ内に設けられている。
【０００９】
　さらに別の実施形態では、血管内ステント－グラフトは、リボン状ステント－グラフト
を含み、リボン状ステント－グラフトは、互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を
備えた管状ステント壁と、厚さを有するとともに互いに反対側に位置する第１の端と第２
の端を備えた波状に起伏しているワイヤとを有し、波状起伏ワイヤは、ステント壁を構成
するよう複数のほぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、波状起伏ワイヤは、山
部および谷部によって構成された複数の波状起伏部を有し、中間ワイヤ部分が山部および
谷部と同一の広がりを有し、隣り合うほぼ周方向の巻き部の山部は、互いに距離を隔てて
配置され、第１のワイヤ端は、第１の波状起伏部に第１の端のところで固定され、第２の
ワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のところで固定され、血管内ステント－グラフ
トは、互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに第１の端部
分と第２の端部分との間に位置する中間部分を備えた細長い扁平なリボンライナを更に有
し、扁平なリボンライナは、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を有し、血管内
ステント－グラフトは、互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えると
ともにこれら端部分相互間に位置する中間部分を備えた細長い扁平なリボンカバーを更に
有し、扁平なリボンカバーは、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を含み、細長
いリボンカバーは、中間ワイヤ部分上に設けられ、細長いリボンライナは、中間ワイヤ部
分下に設けられ、細長いリボンカバーと細長いリボンライナは、互いにかつ中間ワイヤ部
分に固定可能に取り付けられている。血管内ステント－グラフトは、互いに反対側に位置
する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともにこれら端部分相互間に位置する中間部
分を備えた管状グラフトライナを有し、管状グラフトライナは、非テキスタイルのポリマ
ーグラフト材料の層を更に含み、血管内ステント－グラフトは、互いに反対側に位置する
第１の端部分と第２の端部分を備えるとともにこれら端部分相互間に位置する中間部分を
備えた管状グラフトカバーを更に有し、管状グラフトカバーは、非テキスタイルのポリマ
ーグラフト材料の層を更に含み、管状グラフトライナの第１の端部分と管状グラフトカバ
ーの第１の端部分は、互いに固定され、管状グラフトライナの第２の端部分と管状グラフ
トカバーの第２の端部分は、互いに固定され、管状グラフトカバーおよび管状グラフトラ
イナの中間部分の少なくとも一部分は、互いには固定されておらず、この非固定部には非
固定状態の管状グラフト部分が構成され、非固定管状グラフト部分は、管状グラフトライ
ナと管状グラフトカバーとの間にグラフトキャビティを構成し、管状ステント壁は、グラ
フトキャビティ内に設けられている。
【００１０】
　本発明のこれらの特徴および利点ならびに他の特徴および利点は、添付の図面と関連し
て読まれるべき本発明の例示の実施形態についての以下の詳細な説明から明らかになろう
。対応の参照符号または記号は、図面の内の幾つかの図全体を通じて対応の部分を示して
いる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明のステント－グラフトの概略斜視図である。
【図２】図１のステント－グラフトの２‐２線矢視側面図であり、本発明のステントを示
す図である。
【図３】ステント－グラフトの端から切り取られたグラフト材料を有する図２のステント
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－グラフトの側面図である。
【図４】図２のステント－グラフトの４‐４線矢視断面図である。
【図５】本発明のステント－グラフトの部分側面図であり、グラフト固定部分によって構
成されたグラフトキャビティまたは非固定グラフト部分内に収納された波状に起伏してい
るワイヤステントの一部分を示す図である。
【図６】図５のステント－グラフトの部分断面図である。
【図７】部分的に圧縮された状態の図６のステント－グラフトを示す図である。
【図８】グラフト固定部分の種々の実施形態のうちの１つを含む図５のステント－グラフ
トを示す図である。
【図９】グラフト固定部分の種々の実施形態のうちの１つを含む図５のステント－グラフ
トを示す図である。
【図１０】グラフト固定部分の種々の実施形態のうちの１つを含む図５のステント－グラ
フトを示す図である。
【図１１】本発明のステント－グラフトのステントクラウン部分の部分図である。
【図１２Ａ】クリンプまたはプリーツを形成するグラフト固定および非固定部分の種々の
実施形態のうちの１つを示す図である。
【図１２Ｂ】クリンプまたはプリーツを形成するグラフト固定および非固定部分の種々の
実施形態のうちの１つを示す図である。
【図１２Ｃ】クリンプまたはプリーツを形成するグラフト固定および非固定部分の種々の
実施形態のうちの１つを示す図である。
【図１２Ｄ】クリンプまたはプリーツを形成するグラフト固定および非固定部分の種々の
実施形態のうちの１つを示す図である。
【図１３Ａ】互いに固定されたグラフト端を有するグラフトカバーとグラフトライナとの
間に設けられている本発明のステント－グラフトを示す図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａのステント－グラフトの別の実施形態を示す図である。
【図１４】図１３Ａのステント－グラフトの１４‐１４線矢視断面図である。
【図１５】図１３Ａのステント－グラフトの１５‐１５線矢視断面図である。
【図１６】本発明のステント－グラフトの部分側面図であり、ステント－グラフトが曲げ
られたときのステントワイヤの向きを示す図である。
【図１７】本発明のステント－グラフトの部分側面図であり、ステント－グラフトが長手
方向に圧縮されたときのステントワイヤ向きを示す図である。
【図１８】本発明のグラフトクリンプおよびグラフトプリーツを示す図（Ａ～Ｄ）である
。
【図１９】本発明のステント－グラフトの長手方向圧縮軸におけるグラフトプリーツの形
成状態を示す図である。
【図２０】本発明のステント－グラフトの曲げ状態を示す図であり、ステントワイヤ要素
が曲がり部の近くで曲がることができ、グラフト部分が曲がり部の近くでクリンプを形成
している状態を示す図である。
【図２１】先行技術のステント－グラフトの曲げ状態を示す図である。
【図２２】図２０のステント－グラフトの曲げを増大させた状態を示す図である。
【図２３】図２１の先行技術のステント－グラフトの曲げを強くした状態を示す図である
。
【図２４】本発明のマンドレル上でのリボン状ステント－グラフトの形成の仕方を示す図
である。
【図２５】図２４のリボン状ステント－グラフトを示す図である。
【図２６】図２４のリボン状ステント－グラフトを示す図である。
【図２７】図２５および図２６のリボン状ステント－グラフトを有する本発明の血管内ス
テント－グラフトの曲げ状態を示す図である。
【図２８】図２５および図２６のリボン状ステント－グラフトを有する本発明の血管内ス
テント－グラフトの曲げ状態を示す図である。
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【図２９】本発明の軸方向リボンを有するリボン状ステント－グラフトを示す図である。
【図３０】本発明の軸方向リボンを有するリボン状ステント－グラフトを示す図である。
【図３１】本発明で有用なステント構造体の一実施形態を示す図である。
【図３２】本発明で有用なステント構造体の種々の実施形態を示す図（ＡおよびＢ）であ
る。
【図３３】本発明の螺旋巻ステントの種々の配置状態を示す図（Ａ～Ｅ）である。
【図３４】本発明で有用なステント－グラフト組立体を示す図（ＡおよびＢ）である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書において説明するグラフト、ステントまたはステント－グラフト実施形態およ
びこれらのコンポーネントに関し、「近位」という用語は、患者の心臓寄りの場所を意味
し、「遠位」という用語は、患者の心臓から離れた場所を意味している。本明細書におい
て説明する運搬システム、カテーテルおよびこれらのコンポーネントに関し、「遠位」と
いう用語は、運搬システムまたはカテーテルを用いている術者から遠ざかって位置する場
所を意味し、「近位」という用語は、術者寄りの場所を意味している。
【００１３】
　図１は、本発明のステント－グラフト１０の概略斜視図である。ステント－グラフト１
０は、長手方向長さＬまたは軸線Ｌ、開口ルーメン１８を構成するための第１の開口端１
４および反対側の第２の開口端１６を備えた管状壁１２を有する中空管状器具である。図
１のステント－グラフト１０は、実質的に管状のものとして図示されているが、本発明は
、これには限定されない。例えば、ステント－グラフト壁１２の開口端１４，１６のうち
のいずれか一方またはこれら両方のところに位置する部分は、ラッパ型に広がっていても
良く（内方または外方に）あるいはフランジ付きであっても良い（内方または外方に）。
さらに、開口端１４，１６相互間に位置するステント－グラフト壁１２の部分は、非直線
状の管状部分、例えばラッパ型（内方にまたは外方に）部分またはステント－グラフト壁
１２の部分に沿う曲率の曲がり部を備えた部分を有しても良い。さらに、開口端１４，１
６が単一の開口ルーメン１８を備えた状態で図示されているが、本発明のこれには限定さ
れない。例えば、一方または両方の端１４，１６は、多ルーメン型端、例えば分岐開口端
であっても良いが、これには限定されない。
【００１４】
　さらに、本発明は、図１に示されているような連続管状壁１２には限定されない。例え
ば、ステント－グラフト１０は、管状壁１２に設けられた１つまたは２つ以上の窓部（図
示せず）を有することができる。かかる窓部は、分岐ルーメンで有用な場合があり、この
場合、追加のステント－グラフトを分岐ルーメンのところに、そして窓部中に配備するこ
とができる。さらに、ステント－グラフト１０は、分岐ルーメン中にまたは分岐ルーメン
に向かって配備可能に管状壁１２の中間部分から延びる１つまたは２つ以上の側枝（図示
せず）を有することができる。
【００１５】
　図２は、図１のステント－グラフト１０の２‐２線矢視側面図である。ステント－グラ
フト１０は、波状に起伏したワイヤ２２で形成されたステント２０を含む。波上記服ワイ
ヤ２２は、一連の山部２８および谷部３０を備えたステント２０の状態に螺旋巻されまた
は違ったやり方で成形されるのが良い。ステント２０のそれ以上の細部については、図３
１、図３２Ａ～図３２Ｂ、図３３Ａ～図３３Ｅ、および図３４Ａ～図３４Ｂと関連して以
下において説明する。ステント－グラフト１０は、グラフトカバー２４を有する。グラフ
トライナ２６（図示せず）がグラフトカバー２４の下に配置されている。グラフトカバー
２４およびグラフトライナ２６のそれ以上の細部については図３４Ａおよび図３４Ｂと関
連して以下において説明する。グラフトカバー２４およびグラフトライナ２６は、ポリマ
ー材料の１つまたは２つ以上の層であるのが良い。
【００１６】
　グラフトカバー２４（およびグラフトライナ２６‐図示せず）は、ステント－グラフト
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１０の第１および第２の端１４，１６まで延びるのが良い。図２に示されているように、
ステント－グラフト１０は、第１の端１４および第２の端１６のところの波状起伏ワイヤ
の終端部分を越えて延びるグラフトカバーおよびグラフトライナ材料を有するのが良い。
かかる形態は、例えば第１および第２の端１４，１６のところの他のグラフトコンポーネ
ントを融着するための追加の領域が望ましい場合に有用な場合がある。しかしながら、本
発明は、これには限定されない。例えば、図３に示されているように、ステント－グラフ
ト１０の実施形態は、第１および第２の端１４，１６から切り取られまたは違ったやり方
で存在しないグラフトカバー２４（およびグラフトライナ２６‐図示せず）を有しても良
い。
【００１７】
　図４は、図１のステント－グラフト１０の４‐４線矢視断面図である。図２に示されて
いるように、ステント２０は、グラフトカバー２４とグラフトライナ２６との間に設けら
れている。代表的な先行技術のステント－グラフトとは異なり、本発明のステント２０ま
たはステント２０の幾つかの部分は、グラフトカバー２４とグラフトライナ２６との間で
自由に動きまたは浮動することができる。かかる自由運動または浮動により、とりわけ、
先行技術のステント－グラフトと比較して、組み立て中ならびに配備中および配備後にお
ける本発明のステント－グラフト１０の高い可撓性が得られる。
【００１８】
　図５は、図１のステント－グラフト１０の部分側面図であり、グラフトキャビティ３８
または非固定状態のグラフト部分３８内に納められた波状に起伏したワイヤ２２の一部分
を示している。波状起伏ワイヤ２２は、グラフトカバー２４とグラフトライナ２６との間
に設けられている。固定状態のグラフト部分３６は、波状起伏ワイヤ２２の両側部周りに
形成されるのが良い。図５に示されているように、波状起伏ワイヤ２２の山部２８、谷部
３０および中間部分３２は、グラフトキャビティ３８または非固定グラフト部分３８内に
納められるのが良い。山部２８および／または谷部３０の終端部分は、クラウン部分３４
と呼ばれる場合があり、これについては以下に更に詳細に説明する。図５は、波状起伏ワ
イヤ２２の山部２８、谷部３０、クラウン部分３４および中間部分３２の部分全体をこれ
らがグラフトキャビティ３８または非固定グラフト部分３８内に納められている状態で示
しているが、本発明は、これには限定されない。例えば波状起伏ワイヤ２２の山部２８、
谷部３０、クラウン部分３４および中間部分３２の部分だけがグラフトキャビティ３８ま
たは非固定グラフト部分３８内に納められても良い。
【００１９】
　固定グラフト部分３６は、圧力の印加の有無を問わず、熱を加えることにより、例えば
、積層により、接着により、超音波接合によりまたはこれらの任意の組み合わせによって
形成できる。固定グラフト部分３６は、選択的に熱を加えることにより、例えば、レーザ
または加熱状態のプローブを用いることによって積層できる。さらに、ツール（図示せず
）が部分３８の下に設けられるのが良く、その間、ステント－グラフト１０は、固定グラ
フト部分３６の形成を助けるようマンドレル（図示せず）に取り付けられる。さらに、イ
ンフレーション用ツール（図示せず）を用いてインフレーション用媒体、例えば空気また
は他の適当な流体（しかしながら、これらには限定されない）を提供し、それによりグラ
フトカバー２４とグラフトライナ２６との間の領域をインフレートされ、かくしてグラフ
トカバー２４とグラフトライナ２６の部分を互いに選択的に固定した後にキャビティ３８
を形成するのが良い。さらにまた、本発明は、ステント２０または波状起伏ワイヤ２２が
納められるグラフトキャビティ３８の形成には限定されない。グラフトキャビティ３８が
所望ならばステント２０の一部分を備えていない場所でグラフトカバー２４およびグラフ
トライナ２６内に形成されるのが良い。波状起伏ワイヤ２２と固定グラフト部分３６との
間には非固定グラフト部分３８またはグラフトキャビティ部分３８が設けられる。かかる
非固定グラフト部分またはキャビティ３８は、ステント－グラフトの運動時、例えばステ
ント－グラフト１０の曲げ時、ステント－グラフト１０の軸方向または長手方向圧縮また
は拡張時、ステント－グラフト１０の半径方向圧縮または拡張時（これらには限定されな



(13) JP 2018-517464 A 2018.7.5

10

20

30

40

50

い）におけるステント－グラフト１０内の波状起伏ワイヤ２２またはステント２０の運動
を可能にする。かかるステント－グラフト運動は、所望の体内場所またはルーメンへのス
テント－グラフト１０の配備中に生じる場合が多くあるいは体内へのステント－グラフト
１０の配備後であっても生じる。
【００２０】
　本発明の一実施形態では、一方法は、ステント部材またはジグザグ部相互間に設けられ
た経路を溶接しまたは接合し（熱を用いて、超音波を用いて、接着剤または他の手段を用
いて）各ジグザグパターンをそれ自体のパウチまたは非積層グラフト材料層の領域内に封
止するステップを含むのが良い。焼結／積層は、例えば典型的には収縮または圧縮性管と
ともに用いられる積層中に例えば圧縮力なしで最小限の圧力を用いて実施でき、その結果
、グラフト層は、一般に、ステント部材またはワイヤ周りに局所的に互いに融着すること
はなく、それによりこのステント部材またはワイヤは、非積層グラフト層のポケット内で
自由に相対運動を行うことができる状態のままである。かかる選択的溶接は、ステント部
材またはワイヤ相互間に溶接ライン経路を単に残すことができる。サーマルチップまたは
超音波ホーン付きの装置が適切にはかかる溶接ラインを形成するのに用いられるのが良い
。この装置は、手動操作可能であっても良く、自動式であっても良く、すなわち、ロボッ
ト式運動制御方式のものであっても良い。
【００２１】
　図６は、図１のステント－グラフト１０の部分断面図である。波状起伏ワイヤ２２は、
グラフトキャビティ３８内で動くことができる。例えば、図７に示されているように、図
６のステント－グラフト１０を圧縮すると、波状起伏ワイヤは、キャビティ３８内で自由
に動く。さらに、グラフトカバー２４および／またはグラフトライナ２６もまた、図７に
示されているように圧縮時に自由に動くことができる（グラフトカバー２４とグラフトラ
イナの両方が自由に動くことができる）。
【００２２】
　図６に示されているように、固定グラフト部分３６は、僅かなまたは小規模な長手方向
広がり３５、例えば波状起伏ワイヤ２２の直径３７よりも小さいもしくは実質的に小さい
広がり、または例えばほぼ波状起伏ワイヤ２２の直径３７の広がりを有するのが良い。非
固定部分またはキャビティ３８の長手方向広がり３９は、小規模な長手方向広がり３５よ
りも大きいのが良く、しかも波状起伏ワイヤの直径３７よりも大きいのが良い。しかしな
がら、本発明は、これには限定されない。グラフトカバー２４およびグラフトライナ２６
の大部分または相当大きな部分、例えば隣り合う波形起伏ワイヤ部分相互間に位置するか
なりのまたは相当なカバーおよびライナ部分２４，２６が互いに固定されるのが良い。固
定グラフト部分３６を形成するかかるかなりのまたは相当なカバーおよびライナ部分２４
，２６は、ほぼ波形起伏ワイヤ２２の直径のサイズまたはこれよりも著しく大きくても良
い。
【００２３】
　一般的に言って、グラフトキャビティ３８の容積または広がりを波形起伏ワイヤ２２に
対して大きくすると、ステント－グラフト１０の可撓性もまた増大することができる。し
かしながら、本発明は、ステント－グラフト１０の可撓性の増大のためのグラフトキャビ
ティ３８の容積または広がりの増大には限定されず、以下に説明するような他の技術、例
えばクリンプ加工および／またはプリーツ加工を適切に用いることができる。
【００２４】
　さらに、本発明は、図５に示されているような波状起伏ワイヤ２２を包囲する固定状態
のグラフト部分３６には限定されない。例えば、図８に示されているように、固定グラフ
ト部分３６は、波状起伏ワイヤの山部２８と谷部３０との間で波状起伏ワイヤ２２の中間
部分３２のところに形成されても良い。非固定グラフト部分またはキャビティ３８が固定
グラフト部分３６によって形成される。かかる形態により、山部２８および谷部３０の自
由運動の可能性を増大させることができ、というのは、グラフトコンポーネント相互間に
包み込まれた山部および谷部を備えたステント－グラフトと比較して、これら山部２８お
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よび谷部３０は、運動、例えば長手方向運動および／または非長手方向運動、例えば曲げ
に対して実質的に非拘束状態にあるからである。
【００２５】
　さらに、図９に示されているように、固定グラフト部分３６は、波形起伏ワイヤ２２の
山部２８またはクラウン部分３４のところに配置されるのが良い。図９の固定グラフト部
分３６は、山部８の一方の側にのみ位置したものとして示されているが、本発明は、これ
には限定されない。例えば、固定グラフト部分３６は、山部２８の両側部（図示せず）に
配置されても良い。加うるに、固定グラフト部分３６の中には、ステント－グラフト１０
の一端寄りで、例えばステント－グラフト１０の第２の端１６寄りで山部２８の一方の側
部に設けられるものがあっても良く、ステント－グラフト１０の別の端、例えばステント
－グラフト１０の第１の端１４寄りで山部の他方の側に配置されても良いものもある。
【００２６】
　さらに、図１０に示されているように、固定グラフト部分３６は、波状起伏ワイヤ２２
の部分、例えば図示のような中間部分３２または山部分２８（図示せず）もしくは谷部分
３０（図示せず）の端から端まで横切って形成されても良い。波形起伏ワイヤ２２の特定
の幾何学的形状を正確に辿る必要がないので、図１０の実施形態は、固定グラフト部分３
６を形成するための実施が容易な製造技術として表わされているが、ステント－グラフト
の可撓性の増大は依然として、グラフト層内に完全に包み込まれたステントを有する先行
技術のステント－グラフトと比較して依然として達成される。
【００２７】
　図５～図１０に示されるとともにこれらの図と関連して説明されるグラフト固定部分３
６の種々の形態を単独でまたは任意の組み合わせ状態で用いることができる。
【００２８】
　図１１は、波状起伏ワイヤ２２のクラウン部分３４の平面図である。図１２Ａ～図１２
Ｄは、本発明のステント－グラフト１０のクラウン部分３４の周りにおけるグラフトカバ
ー２４およびグラフトライナ２６の異なる配置状態を示している。
【００２９】
　図１２Ａに示されているように、グラフトカバー２４のグラフトカバー部分４２は、ク
ラウン部分３４のワイヤ部分周りに設けられるのが良い。グラフトカバー部分４２は、ク
ラウン部分３４の少なくとも一方の側上にまたはこれを覆って設けられる。さらに、グラ
フトカバー部分４２はまた、クラウン部分３４の頂部分上にまたはこれを覆いかつクラウ
ン部分３４の底部の少なくとも一部分の下に設けられるのが良い。グラフトライナ２６は
、クラウン部分３４の一部分の下に位置する隆起したグラフトライナ部分４０を有するの
が良い。グラフトカバー２４とグラフトライナ２６がグラフト固定部分３６のところで互
いに固定されているが、グラフトカバー２４およびグラフトライナ２６は、クラウン３４
に完全にはまたは直接的には固定されないのが良く、それによりグラフトカバー２４とグ
ラフトライナ２６との間におけるかつグラフトカバー２４およびグラフトライナ２６に沿
うクラウン部分３４の運動が可能である。例えば、所望ならば、グラフトカバーの一部分
４２が図１２Ａに示されているようにクラウン部分３４に積層されまたは貼り付けられる
のが良い。
【００３０】
　また、図１２Ａに示されているように、グラフトカバークリンプまたはプリーツ（ひだ
）部分４４が形成され、クラウン部分３４、グラフトカバー２４およびグラフトライナ２
６の隆起部は、ステント－グラフト１０の長手方向壁１２の上方に位置している。製作の
際、ツール（図示せず）を用いてこれら部分をマンドレル（図示せず）の上方に持ち上げ
てここで貼り付けるのが良い。クリンプまたはプリーツ部分４４は、曲げおよび／または
圧縮中、ステント－グラフト１０のクラウン３４のところに可撓性をもたらす。以下に説
明するように、かかる可撓性の増大は、長手方向圧縮および／または拡張中における長手
方向可撓性の増大および半径方向可撓性の増大が挙げられるが、これらには限定されない
。というのは、曲げまたはそれどころか長手方向圧縮の際に半径方向における限定された
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または小規模なクラウン運動が許容されるからである。
【００３１】
　図１２Ｂに示されているように、本発明は、隆起ライナ部分４０を有する必要はない。
クリンプまたはプリーツ４４がクラウン３４の一部分の下に設けられるのが良い。クリン
プまたはプリーツのサイズまたは広がりは、様々であって良い。図１２Ｂのクリンプまた
はプリーツは、図１２Ａと関連して上述したように長手方向可撓性の実現を可能にするが
、クラウン部分３４が図１２Ａの場合のように隆起されていないので半径方向可撓性は小
さい。
【００３２】
　図１２Ｃに示されているように、細長いグラフトプリーツ４６がクラウン部分の下に設
けられるのが良く、この場合、細長いグラフトプリーツ４６の広がりは、クリンプまたは
プリーツ４４の広がりよりも大きい。クリンプまたはプリーツ４４の広がりは、波状起伏
ワイヤ２２のほぼ外周から波状起伏ワイヤ２２の外周の何分の１か、例えば半分以下まで
に及ぶのが良い。細長いグラフトプリーツ４６は、代表的には、波状起伏ワイヤ２２の直
径よりも大きい。一般的に、細長いグラフトプリーツ４６の広がりが増大すると、ステン
ト－グラフトの可撓性が増大する。
【００３３】
　本発明は、図１２Ａ～図１２Ｃに示されているようなクラウン部分３４の両側へのクリ
ンプまたはプリーツ４４，４６の配置には限定されない。例えば、図１２Ｄに示されてい
るように、クリンプまたはプリーツ４４（またはプリーツ４６）は、クラウン部分３４の
一方の側にのみ設けられても良い。換言すると、ステント－グラフトの可撓性の増大は、
特定の要望および形態に合わせて設定できる。
【００３４】
　図１３Ａ～図１５は、ステント２０が実質的に、グラフトカバー２４とグラフトライナ
２６との間でかつ非固定グラフト部分またはキャビティ３８内に設けられた本発明のステ
ント－グラフト１０を示している。
【００３５】
　図１３Ａに示されているように、ステント２０は、融着状態の第１の端４８と融着状態
の第２の端５０との間に設けられるのが良い。２つの融着状態のグラフト端４８，５０相
互間には、グラフトカバー２４およびグラフトライナ２６の非固定状態のグラフト部分３
８が位置している。この実施形態のステント２０は、非固定グラフト部分３８内での可撓
性が増大することになり、というのは、グラフトカバー２４およびグラフトライナ２６内
での波状起伏ワイヤ２２の接合が行われずまたは実質的に行われないからである。
【００３６】
　図１３Ａは、ステント２０を全体が融着端部相互間に位置した状態で示しているが、本
発明は、これには限定されない。例えば、図１３Ｂに示されているように、ステント２０
の幾つかの部分は、融着端部４８，５０内に設けられても良い。この実施形態は、ステン
ト－グラフト１０内へのステント２０の固定状態を向上させることができる一方で、ステ
ント－グラフト１０内におけるステント２０の向上した可撓性を依然として提供する。
【００３７】
　図１４は、図１３Ａのステント－グラフト１０の１４‐１４線矢視断面図である。図１
４に示されているように、グラフトカバー２４とグラフトライナ２６は、固定グラフト部
分３６によって示されているように、互いに固定されている。
【００３８】
　図１５は、図１３Ａのステント－グラフト１０の１５‐１５線矢視断面図である。図１
５に示されているように、グラフトカバー２４とグラフトライナ２６は、非固定グラフト
部分またはキャビティ３８によって示されているように、互いに固定されていない。ステ
ント２０は、キャビティ３８内に設けられ、それにより先行技術のステント－グラフトと
比較してステント２０の運動性および可撓性を増大させることができる。
【００３９】
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　図１６は、曲げを受けている間におけるステント－グラフト１０の実施形態の向上した
可撓性を示している。クラウン部分３４の下に位置するクリンプまたはプリーツ４４，４
６により、クラウン３４は、曲げ力を受けた状態でステント－グラフト１０の壁１２から
部分的に離昇することができる。さらに、ステント波状起伏部は、この場合もまた、実施
形態に本明細書において説明するような可撓性を与える本発明の設計に起因して、図１６
に示されているように曲がり部の底部分のところにまたは曲がり部のアールの内側でいっ
そう嵌まり合い状態になる。かくして、ステント－グラフト１０は、高められた可撓性を
有する一方で、グラフトカバー２４とライナ２６の一体性を依然として維持する。
【００４０】
　図１７に示されているように、ステント波状起伏部の嵌まり具合の増大はまた、軸線Ｌ
に沿うステント－グラフト１０の軸方向または長手方向圧縮時に達成される。山部２８と
谷部３０は、ステント－グラフト１０が圧縮されているときに互いにいっそう嵌まり合い
状態になりまたは互いに密接状態になり、これは、とりわけ本明細書において開示するグ
ラフトカバーおよびライナの設計ならびに形態の改良に起因して、ステント－グラフトの
向上した可撓性を反映する。
【００４１】
　図１８Ａ～図１８Ｄは、本発明のステント－グラフト１０の圧縮または曲げ中、グラフ
ト中に与えることができまたはグラフト内で生じることができる種々のクリンプおよびプ
リーツ形態を示している。図１３Ａに示されているように、クリンプ６４は、グラフトカ
バー２４の単純な突起であっても良くまたは図１８Ｂに示されているように半丸形形態の
クリンプ６６であっても良い。図１３Ｃおよび図１３Ｄに示されているように、プリーツ
６８もまた、グラフトカバー２４内に生じても良くまたはこのグラフトカバー内に形成さ
れても良い。クリンプ６４，６６とプリーツ６８の両方は、グラフトカバー２４に増大し
た可撓性をもたらす。ステント－グラフト１０は、クリンプ６４，６６とプリーツ６８の
任意の組み合わせを有することができる。本発明の種々の実施形態の説明の一般性を制限
することなく、一般的に言って本明細書で用いられる「クリンプ」（例えば、クリンプ６
４，６６）という用語は、ステント－グラフト１０が図１８Ａおよび図１８Ｂに示されて
いるような状態にあるときに全体として丸形、半円形または曲線状の表面を形成するグラ
フトカバーまたは他のグラフト部分もしくは層を意味し、「プリーツ」（例えば、プリー
ツ６８）という用語は、ステント－グラフト１０が例えば図１８Ｃおよび図１８Ｄに示さ
れているような状態にあるときに全体としていっそう山型、しわ付きのまたは折り目付き
の表面を形成するグラフトカバーまたは他のグラフト部分もしくは層を意味している。し
かしながら、いずれの用語も、本発明のこの観点に言及する際は区別なく使用できること
は言うまでもない。
【００４２】
　図１９は、ステント－グラフト１０が軸方向または長手方向に圧縮されているときのプ
リーツ６８の形成状態を示している。プリーツ６８は、グラフトカバーとグラフトライナ
が互いに完全には貼り付けられず、焼結されず、または違ったやり方で連結されずもしく
は結合されていないので、この器具の可撓性のためにステント－グラフト１０が圧縮され
ているときに生じる。かくして、ステント２０の互いに異なる部分の運動がグラフトカバ
ーまたはライナ２４，２６によって過剰に阻止されまたは制限されることはない。確かな
こととして、上述したようなプリーツ６８の形成により、ステント－グラフト１０のコン
ポーネントの運動が可能であり、この場合、追加のグラフトプリーツ加工を長手方向圧縮
時に達成することができる。
【００４３】
　図２０は、曲げ力を受けているときの図１３Ａ～図１５のステント－グラフト１０を示
している。曲げ中、プリーツ５２によって示されているようにグラフトカバー２４のプリ
ーツは、ステント２０が曲げ部分を介してグラフトカバー２４およびグラフトライナ２６
内で自由に動くことができるので、力を受けて生じる。これにより、ステント－グラフト
１０が約１８０°以上曲がることができ、この場合、ステント－グラフト１０は、曲がり
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部の任意の部分において直径の相当な減少を呈することはない。換言すると、特に曲がり
部の領域およびルーメン１８の横断面部のステント－グラフト１０の開存性がかかる曲げ
中、維持される。この結果、配備中および配備後における臨床用途において血流がほんの
僅かしか減少せずまたは全く減少しない限り、高性能のステント－グラフトが得られる。
これとは対照的に、図２１に示されているように、先行技術に特有な積層または焼結グラ
フト層相互間に設けられたステントを有するステント－グラフトは、同程度の曲げを受け
ている間、変形部分５４を生じる。この変形部分５４は、開存性の減少したルーメンおよ
び所望の臨床性能の低下に該当する。
【００４４】
　図２２は、約１８０°まで曲げられている図１３Ａのステント－グラフト１０を示して
おり、約６ｍｍ以下の隙間が曲がり部の領域に位置する管状ステント－グラフト１０の部
分相互間に存在している。ステント－グラフト１０は、曲がり部を介して実質的に管状の
形状を維持し、特に、曲がり部の領域に位置するステント－グラフト１０のルーメン１８
は、開存状態のままであり、ステント－グラフト１０またはルーメン１８の断面直径の減
少がほとんどなくまたは全くない。これとは対照的に、図２３に示されているように、先
行技術に特有の積層または焼結グラフト層相互間に設けられたステントを有するステント
－グラフトは、同程度の曲げを受けている間、キンク５６を生じるとともに開存性の減少
を呈する。
【００４５】
　図２４は、本発明の一実施形態としてのリボン状ステント－グラフト１０′を示してい
る。製作の際、リボン状ステント－グラフト１０′は、波状起伏ワイヤ２２の例えば中間
部分のような部分の上にまたはこの上側を覆って設けられたポリマーの非テキスタイルグ
ラフト材料の頂部リボン６０および波状起伏ワイヤ２２の例えば中間部分のような部分の
下にまたはこの下側を覆って設けられたポリマーの非テキスタイルグラフト材料の底部リ
ボン６２を有する波状起伏ワイヤ２２を図２４に示されているようにマンドレル５８に嵌
めることによって形成できる。次に、リボン６０，６２を本明細書のどこか別のところで
説明したように、貼り付け、焼結、接着などにより互いに固定的に設けるのが良い。図２
５は、マンドレル５８からの取り出し後におけるリボン状ステント－グラフト１０′を示
している。
【００４６】
　図２６は、図２５のリボン状ステント－グラフト１０′の一部分の拡大図であり、この
器具のそれ以上の細部を示している。リボン６０，６２が波状起伏ワイヤ２２の中間部分
上にのみ配置されているので、リボン６０，６２は、連続したグラフト壁を形成していな
い。その結果、リボン６０，６２は、リボン状ステント－グラフト１０′の波状起伏ワイ
ヤ２２の運動につれて自由に動く。換言すると、リボン６０，６２は、長手方向運動およ
び／または曲げ時、波形起伏ワイヤ２２の運動を甚だしくは阻止しない。
【００４７】
　図２７および図２８は、約１８０°の曲げを含む曲げを受けている間のステント－グラ
フト１０′の可撓性を示しており、上述するとともに図２７に示されているような約６ｍ
ｍの隙間が存在している。図２７および図２８では、ステント－グラフト１０′は、図１
３Ａ～図１５に示されているようにグラフトカバー２４とグラフトライナとの間に設けら
れている。図２８は、多数の曲げ力を受けているステント－グラフト１０′を示しており
、その結果、ある特定の解剖学的構造内に配備されたときに生じる場合のある２つの大き
な曲がり部を備えた“Ｓ”字状ステント－グラフト１０′が得られ、このことは、取り組
みがいのある形態をしたステント－グラフト１０′のルーメンの可撓性および開存性の増
大を実証している。
【００４８】
　図２９および図３０に示されているように、リボン状ステント－グラフト１０′は、所
望ならば、ステント－グラフト１０′の長手方向長さに沿って設けられた軸方向リボン６
４を更に有するのが良い。かかる軸方向リボン６４は、可撓性にほんの僅かしか影響を及
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ぼすことはなく、他方、長手方向運動および／または曲げ中における波状起伏ワイヤ２２
の制御のある程度の増大をもたらすとともにこれとは異なる度合いの安定性および配備性
を生体内で提供する本発明の設計を提供している。
【００４９】
　本発明のステント－グラフト１０，１０′のグラフト部分、例えばカバーおよびライナ
２４，２６は、任意の生体適合性および耐久性のある材料で作られた壁部分を有するのが
良く、かかる材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、
ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、フッ化エチレンプロピレン、フッ化エチレン
プロピレン、ポリビニルアセテート、ポリスチレン、ポリ（エチレンテレフタレート）、
ナフタレンジカルボキシレート誘導体、例えばポリエチレンナフタレート、ポリブチレン
ナフタレート、ポリトリメチレンナフタレートおよびトリメチレンジオールナフタレート
、ポリウレタン、ポリウレア、シリコーンゴム、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネ
ート、ポリアルデヒド、ポリエーテルエーテルケトン、天然ゴム、ポリエステルコポリマ
ー、シリコーン、スチレン‐ブタジエンコポリマー、ポリエーテル、例えば完全または部
分ハロゲン化ポリエーテル、これらのコポリマーおよび組み合わせが挙げられるが、これ
らには限定されない。本明細書で用いられるテキスタイル材料は、テキスタイルグラフト
材料を形成するよう織成され、編組され、編成され、フィラメント紡糸されるなどしたフ
ィラメントまたはヤーンである。望ましくは、グラフト材料は、テキスタイルグラフトと
併用可能なノンテキスタイルグラフト材料、例えば織成されておらず、編組されておらず
、編成されておらず、フィラメント紡糸されていない等の材料である。かかる有用なグラ
フト材料は、押し出し材料であるのが良い。特に有用な材料としては、識別可能な結節（
ノード）および原線維（フィブリル）微細構造がなく、しかも結晶粒界が隣接の高密度領
域の結晶粒界に直接相互連結された高密度領域を有するとともに実質的に結節および原線
維微細構造のない独立気泡微細構造を含む流体透過性が低いまたは実質的にゼロである（
湿潤）延伸ＰＴＦＥ層のない多孔質ポリテトラフルオロエチレンおよび流体透過性がゼロ
でありまたは実質的にゼロである多孔質ＰＴＦＥが挙げられる。ｅＰＴＦＥの隣接の結節
を相互に連結している明確な互いに平行な原線維を欠いているＰＴＦＥ層は、２０，００
０倍の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で見て識別可能な結節および原線維微細構造を備えて
いない。流体透過性がゼロでありまたは実質的にゼロである多孔質ＰＴＦＥ層は、約１２
時間（４３，２００秒）以上のガーレ数または本質的に無制限のまたは大きすぎて測定す
ることができないガーレ数を有する場合があり、このことは、測定可能な流体透過性がゼ
ロであることを示している。流体透過性が実質的にゼロであるＰＴＦＥ層の中には、１０
０ｃｃの空気で約１０6秒以上のガーレ数を有するものがある。ガーレ秒数は、所与の量
、代表的には２５ｃｃ、１００ｃｃまたは３００ｃｃの空気が標準圧力、例えば水柱１２
．４ｃｍ下で材料またはフィルムの標準１平方インチを通って流れるのに必要な時間を測
定することによって求められる。これとは対照的に、低流体透過性を有する本明細書にお
いて説明したＰＴＦＥの層の実施形態は、約１５００秒以上のガーレ数を有するのが良く
、この場合、１００ｃｃの空気が試験で用いられる。ＰＴＦＥ、例えばｅＰＴＦＥの流体
透過性層の実施形態は、約１０または１５ガーレ秒以下のガーレ測定値を有するのが良い
。かかる試験は、ニューヨーク州トロイ所在のガーレ・プレシジョン・インストゥルメン
ツ（Gurley Precision Instruments）製のGurley Densometerを用いて実施できる。かか
る有用なＰＴＦＥ材料およびこれを製造する方法の詳細は、ハンフェリー等（Humphery e
t al.）に付与された共通所有者の米国特許第８，７２８，３７２号明細書（発明の名称
：PTFE Layers and Methods of Manufacturing）に見受けられ、この特許文献を参照によ
り引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。
【００５０】
　さらに、有用なＰＴＦＥ分子は約２０００万～約５０００万以上の平均分子量を有する
。オプションとして、添加剤、例えば粉末または液体着色顔料または他の樹脂添加剤がＰ
ＴＦＥ材料に添加されるのが良い。例えば、フッ化コポリマー（例えば、ペリフルオロプ
ロピルビニルエーテル改質ＰＴＦＥ）を添加してＰＴＦＥ層の結合性を向上させるのが良
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い。添加剤は、代表的には、ＰＴＦＥ材料の質量の２％以下の質量で提供されるが、所望
の結果を生じさせる任意の量でこれを提供しても良い。
【００５１】
　多孔質ＰＴＦＥ層が低いまたは実質的にゼロの流体浸透性を有するよう構成されるのが
良いが、それにもかかわらず、多孔質ＰＴＦＥ層１１０は、多孔性を有する。多孔質ＰＴ
ＦＥ層は、約２０％～約８０％、具体的には約３０％～約７０％の平均多孔率を有するの
が良い。多孔率は、ＰＴＦＥ層の全体積の百分率としての中実ＰＴＦＥ材料の体積を表わ
している。ＰＴＦＥ層中の平均細孔サイズは、約２０ミクロン以下、具体的には約０．５
ミクロン以下、例えば約０．０１ミクロン～約０．５ミクロンであるのが良い。組織の内
方成長が望ましい場合、ＰＴＦＥ層は、約６．０ミクロン以上の平均細孔サイズを有する
のが良い。
【００５２】
　グラフト部分は、軟質グラフト材料、例えばＰＴＦＥまたはｅＰＴＦＥの１つまたは複
数の内側層および１つまたは複数の外側層で作られるのが良い。一実施形態では、軟質グ
ラフト材料は、実質的に多孔質であるが、識別可能な結節および原線維構造を含んでいな
いＰＴＦＥを含む。グラフト材料の内側および外側層は、１種類または複数種類のグラフ
ト材料の多数の層の管状押し出し物、積層ラップなどで作られるのが良い。グラフト材料
の内側または外側層は、幾つかの実施形態については透過性（例えば、約１０ガーレ秒以
下）であっても良く、半透過性（例えば、約１，５００ガーレ秒以上およびオプションと
して約３０，０００以下）であっても良くまたは実質的に不透過性（例えば、約１０6ガ
ーレ秒以上）であっても良い。
【００５３】
　図３１～図３４Ｂは、本発明のステント－グラフトのさらなる細部を示している。第１
の半径方向に拡張可能なステント２０，３００がステント－グラフトのレッグについてグ
ラフト材料の外側層（図示せず）と内側層（図示せず）の間に介在して設けられるのが良
い。グラフト材料の外側層と内側層との間に介在して設けられたステントは、複数の長手
方向に間隔を置いて設けられたターンを備えた状態で開放管状形態の状態に螺旋巻きされ
た細長い弾性要素で作られるのが良い。螺旋巻きステントは、自己拡張型ステントである
よう構成されても良く、あるいは、器具、例えば拡張可能なバルーンなどからの外部半径
方向力によって作動された状態で非弾性的に半径方向に拡張可能であるよう構成されても
良い。
【００５４】
　ステント－グラフトのステントまたはワイヤ部分は、ステンレス鋼、ニッケルチタン合
金（ＮｉＴｉ）例えばニチノール（NITINOL）または任意他の適当な材料で構成でき、か
かる任意他の適当な材料としては、コバルト基合金、例えばエルジロイ（ELGILOY）、白
金、金、チタン、タンタル、ニオブおよびこれらの組み合わせが挙げられるがこれらには
限定されない。ステント－グラフトは、バルーン拡張型であっても良く自己拡張型であっ
ても良い。
【００５５】
　図３１、図３２Ａ、図３２Ｂ、図３３Ａ～図３３Ｅ、図３４Ａおよび図３４Ｂに詳細に
示されているように、全体として管状のステント２０，３００がステント－グラフトのた
めに設けられるのが良い。管状ステント３００は、一連の隣り合う螺旋巻き部３０２を形
成する螺旋巻きの波状に起伏したワイヤを含み、かかるワイヤは、上述の材料（弾性金属
、例えばニチノールを含む）で作られるのが良い。ステント３００の端３０４，３０６は
、別々の領域でステントの隣接のリング部分に固定されるのが良い。例えば、ＰＴＦＥグ
ラフト材料か場合によっては患者の皮膚かのいずれかへの要素の端の露出を回避するため
に図示のように第１の端が第１の固定箇所３０８を介して結合されるのが良く、そして第
２の端が第２の固定箇所３１０のところで接合されるのが良い。好ましい実施形態では、
固定箇所３０８，３１０は、それぞれ、第１の端３０４および第２の端３０６の近位側に
配置されており、ステント３００には他の固定箇所は設けられていない。すなわち、第１
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の端３０４（近位端３０４と称する場合がある）および第２の端３０６（遠位端３０６と
称する場合がある）のそれぞれのところの螺旋巻き部３０２は別として、ステント３００
の隣り合う似通った周方向巻き部３０２には相互連結固定箇所が存在しない場合がある。
任意の固定手段を用いることができ、かかる固定手段としては、例えば、溶接、例えばス
トラットおよび溶接部が挙げられる。ステントの相対剛性は、有益な耐キンク性を提供す
るようＰＴＦＥグラフト材料の剛性よりも高いことが望ましい。
【００５６】
　波状に起伏したワイヤは、延長部の一端３０４から延長部の他端３０６まで延びる一連
の螺旋巻き部３０２を形成する連続要素であるのが良い。かくして、管状ステント３００
は、第１の端３０４から第２の端３０６までこれを貫通して延びる内部ルーメン３２０を
有する。細長い要素の端３０４，３０６は、任意適当な手段、例えば接着、溶接、例えば
レーザ溶接、はんだ付けなどによって隣のリング部材に固定されるのが良い。幾つかの実
施形態に関し、ステント要素は、約０．００５インチ（０．１２７ｍｍ）～約０．０１５
インチ（０．３８１ｍｍ）の横方向寸法または直径を有するのが良い。図３２Ａおよび図
３２Ｂで理解できるように、ステント３００は、テーパしているのが良くまたはラッパ状
に広がっているのが良い。加うるに、所望ならば、隣り合う螺旋巻き部３０２は、隣り合
う螺旋巻き部３０２が一端のところに（第１の端３０４か第２の端３０６かのいずれかの
ところに）ステント３００の端の近位側に位置するステント３００の一部分のところに鋭
角形成部を有するような配列状態３１５をなしているのが良い。すなわち、所望ならば、
端の最も近くに位置する螺旋巻き部（３０２′として示されている）は、長手方向軸線と
ほぼ１８０°の角度をなすのが良く、他方、この螺旋巻き部のすぐ隣に位置する螺旋巻き
部（３０２″として示されている）は、１８０°未満の角度をなしている。これら２つの
螺旋巻き部（３０２′，３０２″）は、固定箇所３０８，３１０のところに取り付けられ
るのが良い。
【００５７】
　図３３Ａ～図３３Ｅは、ステント３００を形成する際に波状に起伏したワイヤによって
形成される螺旋巻き部３０２の種々の配列状態を示している。隣り合う螺旋巻き部が３０
２Ａ，３０２Ｂとして示されているが、理解されるように、図３３Ａ～図３３Ｅに示され
ている配列状態は、ステント３００の各螺旋巻き部３０２に利用されるのが良い。変形例
として、図３３Ａ～図３３Ｅに示されている配列状態は、ステント３００の螺旋巻き部３
０２のうちの幾つかにのみ利用されても良い。ステント３００の波状に起伏したワイヤは
、ワイヤが螺旋巻きされているときに一連の山部３１２および谷部３１４を有する。山部
３１２と谷部３１４の配列状態は、様々であって良く、任意所望のやり方で配列できる。
幾つかの実施形態では、例えば、図３３Ａの実施形態では、１つの周方向巻き部３０２Ａ
の山部３１２は、その隣の周方向巻き部３０２Ｂの山部３１２と実質的に整列するのが良
い。図３３Ｂで理解できるように、隣り合う周方向巻き部３０２Ａ，３０２Ｂは、互いに
間隔を置いて配置されるのが良い。図３３Ｃで理解できるように、隣り合う周方向巻き部
３０２Ａ，３０２Ｂは、互いに近くに位置するのが良い。図３３Ｄに記載されている別の
実施形態では、１つの周方向巻き部３０２Ｂの１つの山部３１２は、その隣の巻き部３０
２Ａの２つの山部３１２をまたぐのが良い。図３３Ｅに記載されている別の実施形態では
、１つの周方向巻き部３０２Ａの山部３１２は、その隣の周方向巻き部３０２Ｂの谷部３
１４と実質的に整列するのが良い。螺旋巻き部３０２の他の配列状態が想定され、これに
ついては当業者によって容易に理解されよう。
【００５８】
　隣り合う巻き部３０２Ａ，３０２Ｂ相互間の距離は、ステント３００の長さに沿って様
々であって良く、一端３０４のところの距離は、第２の端３０６のところの距離とは異な
っている。各実施形態では、２つの距離が考慮されるべきである。第１の距離Ｘは、第１
の巻き部（３０２Ａ）の最も低い谷部（３１４）と第２の巻き部（３０２Ｂ）の最も高い
山部（３１２）との間の距離である。第２の距離Ｙは、第１の巻き部（３０２Ａ）の最も
高い山部（３１２）と最も低い谷部（３１４）との間の距離である。
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【００５９】
　Ｘ／Ｙ（または均等表現として

）の少なくとも２つまたは３つ以上の互いに異なる比が器具に存在するのが良い。第１の
比は、Ｘ／Ｙが比較的大きな正の数であるような比であり、すなわち、距離（Ｘ）とこれ
と比較する距離（Ｙ）との間には比較的大きな離隔距離が存在する。第２の比は、Ｘ／Ｙ
が比較的な小さな正の数であるような比であり、すなわち、距離（Ｘ）とこれと比較する
距離（Ｙ）との間には比較的僅かな離隔距離が存在する。最後に、第３の比は、Ｘ／Ｙが
負の数であるような比であり、すなわち、第１の巻き部（３０２Ａ）の最も低い山部は、
第２の巻き部（３０２Ｂ）の元も高い山部よりも低い箇所まで下降している。
【００６０】
　比Ｘ／Ｙは、局所領域のステント－グラフトの所望の特性を得るよう操作されるのが良
い。比較的大きなＸ／Ｙの比（好ましくは、約０．５を超える）は、ステント－グラフト
の可撓性の高い領域を生じさせる。小さいＸ／Ｙの比（好ましくは、約０．１～約０．５
）は、適度の可撓性および適度の半径方向力を持つステント－グラフトの領域を生じさせ
る。僅かなまたは負のＸ／Ｙの比（好ましくは、約０．１以下）のステント－グラフトの
領域は、半径方向力が比較的高く、可撓性が比較的低い。上述のＸ／Ｙについての範囲は
、ステントの高さＹがステントの直径Ｄの約１／３からステントの直径Ｄにほぼ等しい寸
法までの範囲にある場合に適当である。ＹがＤと比較してこれよりも大きい場合、上述の
Ｘ／Ｙの比に関する範囲は、縮小される。同様に、Ｙがステント直径Ｄよりも非常に小さ
い場合、上述の範囲に関する数値を増大させる。
【００６１】
　上述の原理を用いると、所望の特性を達成するために長さに沿うＸ／Ｙの様々な比を備
えた状態でステント－グラフトを構成することができる。例えば、ステント－グラフトを
腹大動脈瘤（ＡＡＡ）のためのモジュール式血管内グラフトの腸骨動脈リムとして用いる
場合、ステント－グラフトの近位端が比較的高い半径方向力を有し、それによりモジュー
ル式システムの大動脈本体コンポーネント中への固定具合を最大にすることが望ましい場
合がある。この場合、腸骨動脈リムの近位端は、Ｘ／Ｙの比を小さくまたは負にした状態
、例えば－０．５にした状態で設計される場合があり、Ｙは、例えば、ステント－グラフ
ト直径の約１／５～１／２までとなるよう選択される場合がある。この範囲内においては
、可撓性は、半径方向力よりも重要度が低く、したがって、負のＸ／Ｙの比は、所望の特
性を生じさせる。ステント－グラフトの中間部では、可撓性は、ＡＡＡ患者に見受けられ
る場合の多い曲がりくねった総腸骨動脈に対応するのに重要になる。この場合、この可撓
性を達成するには比較的大きなＸ／Ｙの比、例えば約０．５５を提供することが望ましい
場合がある。ステント－グラフトの遠位端の近くでは、この場合もまた、患者の総腸骨動
脈中への腸骨動脈リムの固着および密封状態を促進するよう大きな半径方向力を提供する
が、近位端のところではそれほど大きな半径方向力を提供しないようにすることが望まし
い場合がある。この場合、Ｘ／Ｙの比をほぼゼロに、例えば約－０．１～約０．３にする
ことが望ましい場合がある。
【００６２】
　ステントは、ステント－グラフトの長さに沿って螺旋状に形成されるので、この長さに
沿って変化が滑らかであって急峻な変化がないステント－グラフトの種々の領域に所望の
特性を達成するようＸ／Ｙの比を連続的に変化させることが可能である。これら滑らかな
変化は、血管系に対する形状適合性を促進し、ステント－グラフトの長さに沿う機械的特
性の急激な変化に起因して生じる場合がある応力および／またはひずみの集中および潜在
的なキンクを回避する。
【００６３】
　ステント３００は、長手方向軸線（一般的に内部ルーメン３２０に沿って定められる）
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およびこの長手方向軸線に垂直な半径方向軸線を有するのが良く、この場合、螺旋巻き部
３０２は、半径方向軸線に対して約３°～約１５°の鋭角である巻き角で巻かれる。図３
２Ａおよび図３２Ｂで理解できるように、第１の端３０４の近位側に位置するステント３
００の一部分のところでの鋭角としての巻き角は、第２の端３０６の近位側に位置するス
テント３００の一部分のところでの鋭角としての巻き角とは異なっている。幾つかの実施
形態では、第１の端３０４のところの第１の螺旋巻き部３０２は、長手方向軸線に垂直で
あるのが良い。さらに、第２の端３０６のところの螺旋巻き部３０２は、長手方向軸線に
垂直であることが望ましい場合がある。第１の端３０４および第２の端３０６のところの
螺旋巻き部３０２は、両方とも、長手方向軸線に垂直にあっても良く、あるいは、一方だ
けが長手方向軸線に垂直であっても良い。螺旋巻き部３０２の隣接の山部３１２と隣接の
谷部３１４は、この隣接の山部の頂からこの隣接の谷部の底までの山部高さを有する。ス
テント３００の第１の端３０４の近位側に位置するステント３００の一部分のところの山
部高さは、ステント３００の第２の端３０６の近位側に位置するステント３００の一部分
のところの山部高さとは異なっていることが望ましい場合がある。
【００６４】
　少なくとも１つのグラフト層がステント３００に設けられるのが良い。グラフト層の配
置状態は、図３４Ａ、図３４Ｂおよび図３０で最も良く理解できる。幾つかの実施形態で
は、内側グラフト層３１８が螺旋巻きステント３００の内面に被着されるのが良く、それ
により内側ルーメン３２０が形成される。第２のグラフト層３１６が螺旋巻きステント３
００の外面に被着されるのが良く、それにより外面が形成される。グラフト材料の２つ以
上または３つ以上の層が所望に応じて螺旋巻きステント３００の内部または外部に被着で
きる。ステント－グラフトの幾つかの実施形態に関し、互いに異なる特性を備えた材料の
層を組み合わせて用いると、所望の臨床上の性能を達成することができる。例えば、ステ
ント３００を覆うＰＴＦＥの幾つかの層は、所望の性能および材料特性に応じて、透過性
であっても良く、半透過性であっても良く、または実質的に不透過性であっても良い。層
３１６，３１８は、様々な方法によって被着可能であり、様々な形態を有することができ
る。例えば、幾つかの実施形態としての層は、マンドレルまたは組立部品に嵌めて軸方向
に設けられた押し出し管状構造体を有するのが良い。幾つかの層実施形態としてのグラフ
ト層３１６，３１８は、層を周方向に巻きあるいはテープまたはリボンを、オーバーラッ
プ螺旋パターンをなして巻くことによって被着できる。幾つかの実施形態に関し、外側層
３１６は、半透過性または実質的に不透過性のＰＴＦＥ層で作られるのが良くまたはこれ
を含むのが良く、内側層３１８は、ＰＴＦＥの透過性層で作られまたはこれを含むのが良
い。
【００６５】
　ステント－グラフトは、材料の層３１６，３１８をマンドレル、例えば円筒形マンドレ
ル（図示せず）に嵌めた螺旋巻きステント３００と一緒に形成することによって構成でき
る。ステント－グラフトの最も内側の層３１６を造形されたマンドレルの周りにいったん
巻くと、螺旋ニチノールステント、例えば螺旋ステント３００が最も内側の層上ＰＴＦＥ
層３１６および下に位置するマンドレルに嵌めて配置されるのが良い。所望ならば、グラ
フト材料の１つまたは２つ以上の追加の層３１８がステント３００の外部上に巻かれまた
は違ったやり方で追加されるのが良い。所望ならば、外側層３１８は、低い透過性のＰＴ
ＦＥ膜または伝統的な結節・原線維微細構造を備えていない実質的に透過性のないＰＴＦ
Ｅ膜を有するのが良い。
【００６６】
　グラフト部分は、少なくとも部分的にポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）で作ら
れるのが良く、かかるポリテトラフルオロエチレンは、発泡ポリテトラフルオロエチレン
（ｅＰＴＦＥ）を含むのが良い。特に、グラフト部分は、支持または補助構造体、例えば
高強度ステント、コネクタリングなどが設けられていない状態で１種類または複数種類の
柔軟なグラフト材料についてだけ約０．００３インチ（０．０７６ｍｍ）～約０．０１５
インチ（０．３８１ｍｍ）の非圧縮状態の層状厚さを有するＰＴＦＥおよび／またはｅＰ
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ＴＦＥの任意数の層（約２～約１５個の層を含む）を有するのが良い。かかるグラフト本
体区分は、グラフト用途に適した任意の別の高い強度の柔軟な生体適合性材料、例えばダ
クロン（DACRON）を更に含むのが良い。グラフト本体区分ならびに本明細書において説明
する実施形態の任意のものに関して任意適当な組み合わせ状態で使用できるグラフト組立
体の他のコンポーネントについての種々の構成についての説明がチョボトフ等（Chobotov
 et al.）に付与された米国特許第７，１２５，４６４号明細書（発明の名称：Method an
d Apparatus for Manufacturing an Endovascular Graft Section）、チョボトフ等に付
与された米国特許第７，０９０，６９３号明細書（発明の名称：Endovascular Graft joi
nt and Method of Manufacture）、チョボトフ等に付与された米国特許第７，１４７，６
６１号明細書（発明の名称：Method and Apparatus for Shape Forming Endovascular Gr
aft Material）、チョボトフ等に付与された米国特許第７，１４７，６６０号明細書（発
明の名称：Advanced Endovascular Graft ）およびハンフレー等に付与された米国特許第
８，７２８，３７２号明細書（発明の名称：PTFE Layers and Methods of Manufacturing
）に見受けられ、これら米国特許の各々を参照により引用し、その記載内容全体を本明細
書の一部とする。
【００６７】
　モジュール式コンポーネントを含む上述のグラフト組立体の追加の細部がヤング等（Yo
ung et al.）名義の米国特許出願公開第２０１３／０２６１７３４号明細書（発明の名称
：Advanced Kink Resistant Stent-graft）に見受けられ、この米国特許出願公開を参照
により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。さらに、モジュール式コンポ
ーネントを含む上述のグラフトおよびステントグラフト組立体の追加の細部がチョボトフ
名義の米国特許出願公開第２０１５／００８８２４４号明細書（発明の名称：Tandem Mod
ular Endograft）に見受けられ、この米国特許出願公開を参照により引用し、その記載内
容全体を本明細書の一部とする。
【００６８】
　運搬システムおよび患者の体内への器具の運搬の種々の方法がチョボトフ等名義の米国
特許出願公開第２００９／００９９６４９号明細書（発明の名称：Modular Vascular Gra
ft for Low Profile Percutaneous Delivery）に記載された方法を含み、この米国特許出
願公開を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。血管内方法に関
し、患者の血管系へのアクセスは、患者の大腿動脈に対する動脈切開術またはカットダウ
ン法を実施することによりまたは他の一般的な技術、例えば経皮セルディンガー法によっ
て達成できる。かかる技術に関し、運搬シース（図示せず）を拡張器・ガイドワイヤ組立
体の使用により、患者の血管、例えば大腿動脈と連絡関係をなして配置するのが良い。運
搬シースをいったん位置決めすると、患者の血管系に対するアクセスは、運搬シースを介
して達成でき、この運搬シースは、オプションとして、止血弁または他の適当な機構によ
って密封されるのが良い。幾つかの手技に関し、運搬シースが患者の大動脈に向かって上
流側に差し向けられた状態で運搬シースまたは他の適当な手段による患者の両方の大腿動
脈へのアクセスを得ることが必要な場合がある。幾つかの用途では、運搬シースが必要で
はない場合があり、運搬カテーテルを血管切開術か経皮穿刺かのいずれかによって患者の
アクセス血管中に直接挿入することができる。
【００６９】
　本発明のシステム、器具、方法および技術を腹大動脈瘤の治療のためのシステム、器具
、方法および技術とともに使用できる。腹大動脈瘤を治療するのに有用な血管内プロテー
ゼおよび／またはグラフト延長部の詳細が共通所有者の米国特許第６，３９５，０１９号
明細書、同第７，０８１，１２９号明細書、同第７，１４７，６６０号明細書、同第７，
１４７，６６１号明細書、同第７，１５０，７５８号明細書、同第７，６５１，０７１号
明細書、同第７，７６６，９５４号明細書および同第８，１６７，９２７号明細書ならび
に共通所有者の米国特許出願公開第２００９／００９９６４９号明細書に見受けられ、こ
れら特許文献の全てを参照により引用し、これらの記載内容全体を本明細書の一部とする
。かかる血管内プロテーゼの製造に関する詳細が共通所有者の米国特許第６，７７６，６
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０４号明細書、同第７，０９０，６９３号明細書、同第７，１２５，４６４号明細書、同
第７，１４７，４５５号明細書、同第７，６７８，２１７号明細書および同第７，６８２
，４７５号明細書に見受けられ、これら米国特許の全てを参照により引用し、これらの記
載内容全体を本明細書の一部とする。インフレート可能なグラフトのための有用なインフ
レーション材料が共通所有者の米国特許出願公開第２００５／０１５８２７２号明細書お
よび同第２００６／０２２２５９６号明細書に見受けられ、これら米国特許出願公開の全
てを参照により引用し、これらの記載内容全体を本明細書の一部とする。腹大動脈瘤のた
めの適当な血管内運搬システムの追加の細部が米国特許第９，２３３，０１５号明細書、
同第９，０６６，８２８号明細書および同第９，１３２，０２５号明細書（これらには限
定されない）に見受けられ、これら米国特許を参照により引用し、これらの記載内容全体
を本明細書の一部とする。
【００７０】
　本発明の種々の実施形態を具体的に図示するとともに／あるいは本明細書において説明
したが、当業者であれば、本発明の精神および意図した範囲から逸脱することなく本発明
の改造例および変形例を想到することができることは理解されよう。さらに、特許請求の
範囲および明細書に説明している本発明の実施形態または観点のうちの任意のものを１つ
および別の実施形態と共に用いることができ、これは本発明を限定するものではない。
【００７１】
　本発明の以下の実施態様項または観点を任意の仕方でかつ組み合わせ状態に組み合わせ
ることができ、これらは本発明の範囲に含まれ、かかる実施態様項または観点は、次の通
りである。
【００７２】
〔実施態様項１〕
　血管内ステント－グラフト（１０）であって、
　互いに反対側に位置する第１の端（１４）と第２の端（１６）を備えた管状ステント壁
（１２）を有し、
　厚さ（３７）を有するとともに互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた波
状に起伏しているワイヤ（２２）を有し、上記波状起伏ワイヤ（２２）は、上記ステント
壁（１２）を構成するよう複数のほぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、
　上記波状起伏ワイヤ（２２）は、山部（２８）および谷部（３０）によって構成された
複数の波状起伏部を有し、隣り合うほぼ周方向の巻き部の山部（２８）は、互いに距離を
隔てて配置され、
　上記第１のワイヤ端は、第１の波状起伏部に第１の端のところで固定され、
　上記第２のワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のところで固定され、
　非テキスタイルポリマーグラフト材料の層を含むグラフトライナ（２６）を有し、
　非テキスタイルポリマーグラフト材料の層を含むグラフトカバー（２４）を有し、
　上記グラフトライナ（２６）と上記グラフトカバー（２４）は、互いに選択的に固定さ
れて該固定部のところに固定状態のグラフト部分（３６）を構成するとともに該固定グラ
フト部分相互間に固定されていないグラフト部分（３８）を構成し、該非固定グラフト部
分（３８）は、上記グラフトライナ（２６）と上記グラフトカバー（２４）との間にグラ
フトキャビティ（３８）を構成し、
　上記管状ステント壁は、上記グラフトキャビティ（３８）内に設けられ、
　上記グラフトキャビティ（３８）は、上記波状起伏ワイヤ（２２）の厚さ（３７）より
も大きな長手方向広がり（３９）を有する、血管内ステント－グラフト（１０）。
【００７３】
〔実施態様項２〕
　上記固定グラフト部分（３６）は、上記波状起伏ワイヤ（２２）のほぼ厚さ（３７）以
上の長手方向広がり（３５）を有する、実施態様項１記載の血管内ステント－グラフト（
１０）。
【００７４】
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〔実施態様項３〕
　上記固定グラフト部分（３６）は、上記波状起伏ワイヤ（２２）のほぼ厚さ（３７）以
下の長手方向広がり（３５）を有する、実施態様項１記載の血管内ステント－グラフト（
１０）。
【００７５】
〔実施態様項４〕
　上記第１および上記第２の波状起伏部にそれぞれ固定されている上記第１および上記第
２のワイヤ端を除き、隣り合うほぼ周方向の巻き部には相互連結ストラットおよび溶接部
がない、実施態様項１記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【００７６】
〔実施態様項５〕
　上記グラフトカバー（２４）のための上記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、
識別可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレン
と、結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性
が低いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結さ
れた結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維
微細構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的
にない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、
浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択された
ポリテトラフルオロエチレンで構成されている、実施態様項１記載の血管内ステント－グ
ラフト（１０）。
【００７７】
〔実施態様項６〕
　上記グラフトライナ（２６）のための上記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、
識別可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレン
と、結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性
が低いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結さ
れた結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維
微細構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的
にない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、
浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択された
ポリテトラフルオロエチレンで構成されている、実施態様項１記載の血管内ステント－グ
ラフト（１０）。
【００７８】
〔実施態様項７〕
　上記グラフトライナ（２６）と上記グラフトカバー（２４）は、上記固定グラフト部分
（３６）のところで互いに貼り付けられまたは接着されている、実施態様項１記載の血管
内ステント－グラフト（１０）。
【００７９】
〔実施態様項８〕
　上記波状起伏ワイヤ（２２）は、上記グラフトポケット（３８）内では上記グラフトラ
イナ（２６）および上記グラフトカバー（２４）に固定されていない、実施態様項１記載
の血管内ステント－グラフト（１０）。
【００８０】
〔実施態様項９〕
　血管内ステント－グラフト（１０）であって、
　互いに反対側に位置する第１の端（１４）と第２の端（１６）を備えた管状ステント壁
（１２）を有し、
　厚さ（３７）を有するとともに互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた波
状に起伏しているワイヤを有し、上記波状起伏ワイヤ（２２）は、上記ステント壁（１２
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）を構成するよう複数のほぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、
　上記波状起伏ワイヤ（２２）は、山部および谷部によって構成された複数の波状起伏部
を有し、隣り合うほぼ周方向の巻き部の山部は、互いに距離を隔てて配置され、
　上記第１のワイヤ端は、第１の波状起伏部に第１の端のところで固定され、
　上記第２のワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のところで固定され、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えたグラフトライナ（２６）を有し、上記グラフトライナ（２６
）は、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を含み、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えたグラフトカバー（２４）を有し、上記グラフトカバー（２４
）は、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を含み、
　上記グラフトライナ（２６）の上記第１の端部分と上記グラフトカバー（２４）の上記
第１の端部分は、融着状態の第１の端（４８）を構成するよう互いに固定され、
　上記グラフトライナ（２６）の上記第２の端部分と上記グラフトカバー（２４）の上記
第２の端部分は、融着状態の第２の端（５０）を構成するよう互いに固定され、
　上記グラフトカバー（２４）および上記グラフトライナ（２６）の上記中間部分の少な
くとも一部分は、互いには固定されておらず、該非固定部には非固定状態のグラフト部分
（３８）が構成され、上記非固定グラフト部分（３８）は、上記グラフトライナ（２６）
と上記グラフトカバー（２４）との間にグラフトキャビティ（３８）を構成し、
　上記管状ステント壁（１２）は、上記グラフトキャビティ（３８）内に設けられている
、血管内ステント－グラフト（１０）。
【００８１】
〔実施態様項１０〕
　複数の非固定状態のグラフト部分（３８）を更に有する、実施態様項９記載の血管内ス
テント－グラフト（１０）。
【００８２】
〔実施態様項１１〕
　上記非固定グラフト部分（３８）は、実質的に上記グラフトカバー（２４）および上記
グラフトライナ（２６）の上記中間部分に沿って延びている、実施態様項９記載の血管内
ステント－グラフト（１０）。
【００８３】
〔実施態様項１２〕
　上記グラフトカバー（２４）は、上記第１の端（４８）と上記第２の端（５０）との間
にプリーツ付き部分（４４，４６）を有する、実施態様項９記載の血管内ステント－グラ
フト（１０）。
【００８４】
〔実施態様項１３〕
　上記グラフトカバー（２４）は、上記第１の端（４８）と上記第２の端（５０）との間
にクリンプ付き部分（４４）を有する、実施態様項９記載の血管内ステント－グラフト（
１０）。
【００８５】
〔実施態様項１４〕
　上記第１および上記第２の波状起伏部にそれぞれ固定されている上記第１および上記第
２のワイヤ端を除き、隣り合うほぼ周方向の巻き部には相互連結ストラットおよび溶接部
がない、実施態様項９記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【００８６】
〔実施態様項１５〕
　上記グラフトカバーのための上記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別可能
な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、結節
および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低いま
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たは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された結晶
粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細構造
が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にない多
孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透性ポ
リテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリテト
ラフルオロエチレンで構成されている、実施態様項９記載の血管内ステント－グラフト（
１０）。
【００８７】
〔実施態様項１６〕
　上記グラフトライナのための上記非テキスタイルポリマーグラフト材料層は、識別可能
な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、結節
および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性が低いま
たは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連結された結晶
粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原線維微細構造
が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実質的にない多
孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、浸透性ポ
リテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択されたポリテト
ラフルオロエチレンで構成されている、実施態様項９記載の血管内ステント－グラフト（
１０）。
【００８８】
〔実施態様項１７〕
　上記グラフトライナ（２６）と上記グラフトカバー（２４）は、上記固定グラフト部分
（３６）のところで互いに貼り付けられまたは接着されている、実施態様項９記載の血管
内ステント－グラフト（１０）。
【００８９】
〔実施態様項１８〕
　リボン状ステント－グラフト（１０′）を含む血管内ステント－グラフト（１０）であ
って、上記リボン状ステント－グラフト（１０′）は、
　互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた管状ステント壁を有し、
　厚さ（３７）を有するとともに互いに反対側に位置する第１の端と第２の端を備えた波
状に起伏しているワイヤ（２２）を有し、上記波状起伏ワイヤは、上記ステント壁を構成
するよう複数のほぼ周方向の巻き部の状態に螺旋に巻かれており、
　上記波状起伏ワイヤ（２２）は、山部（２８）および谷部（３０）によって構成された
複数の波状起伏部を有し、中間ワイヤ部分（３２）が上記山部および上記谷部（３０）と
同一の広がりを有し、隣り合うほぼ周方向の巻き部の山部は、互いに距離を隔てて配置さ
れ、
　上記第１のワイヤ端は、第１の波状起伏部に第１の端のところで固定され、
　上記第２のワイヤ端は、第２の波状起伏部に第２の端のところで固定され、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに上記第１の端部
分と上記第２の端部分との間に位置する中間部分を備えた細長い扁平なリボンライナ（６
２）を有し、上記扁平なリボンライナ（６２）は、非テキスタイルのポリマーグラフト材
料の層を有し、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えた細長い扁平なリボンカバー（６０）を有し、上記扁平なリボ
ンカバーは、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を含み、
　上記細長いリボンカバー（６０）は、上記中間ワイヤ部分（３２）上に設けられ、
　上記細長いリボンライナ（６２）は、上記中間ワイヤ部分（３２）下に設けられ、
　上記細長いリボンカバー（６０）と上記細長いリボンライナ（６２）は、互いにかつ上
記中間ワイヤ部分（３２）に固定可能に取り付けられている、血管内ステント－グラフト
（１０）。
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【００９０】
〔実施態様項１９〕
　上記細長いリボンカバー（６０）の幅部および上記細長いリボンライナ（６２）の幅部
は、上記波状起伏ワイヤ（２２）の上記山部（２８）および上記谷部（３０）まで延びて
はいない、実施態様項１８記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【００９１】
〔実施態様項２０〕
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えた管状グラフトライナ（２６）を有し、上記管状グラフトライ
ナ（２６）は、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を更に含み、
　互いに反対側に位置する第１の端部分と第２の端部分を備えるとともに該端部分相互間
に位置する中間部分を備えた管状グラフトカバー（２４）を有し、上記管状グラフトカバ
ー（２４）は、非テキスタイルのポリマーグラフト材料の層を更に含み、
　上記管状グラフトライナ（２６）の上記第１の端部分と上記管状グラフトカバー（２４
）の上記第１の端部分は、融着状態の第１の端（４８）を構成するよう互いに固定され、
　上記管状グラフトライナ（２６）の上記第２の端部分と上記管状グラフトカバー（２４
）の上記第２の端部分は、融着状態の第２の端（５０）を構成するよう互いに固定され、
　上記管状グラフトカバー（２４）および上記管状グラフトライナ（２６）の上記中間部
分の少なくとも一部分は、互いには固定されておらず、該非固定部には非固定状態の管状
グラフト部分（３８）が構成され、上記非固定管状グラフト部分（３８）は、上記管状グ
ラフトライナ（２６）と上記管状グラフトカバー（２４）との間にグラフトキャビティ（
３８）を構成し、
　上記リボン状ステント－グラフト（１０′）は、上記グラフトキャビティ（３８）内に
設けられている、実施態様項１８記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【００９２】
〔実施態様項２１〕
　複数の非固定状態の管状グラフト部分（３８）を更に有する、実施態様項２０記載の血
管内ステント－グラフト（１０）。
【００９３】
〔実施態様項２２〕
　上記非固定管状グラフト部分（３８）は、実質的に上記グラフトカバー（２４）および
上記グラフトライナ（２６）の上記中間部分に沿って延びている、実施態様項２０記載の
血管内ステント－グラフト（１０）。
【００９４】
〔実施態様項２３〕
　上記管状グラフトカバー（２４）は、上記第１の端（４８）と上記第２の端（５０）と
の間に、上記血管内ステント－グラフト（１０）の長手方向圧縮または軸方向曲げの際に
プリーツ付き部分（４４，４６）を形成するよう構成されている、実施態様項２０記載の
血管内ステント－グラフト（１０）。
【００９５】
〔実施態様項２４〕
　上記管状グラフトカバー（２４）は、上記第１の端（４８）と上記第２の端（５０）と
の間に、上記血管内ステント－グラフト（１０）の長手方向圧縮または軸方向曲げの際に
クリンプ付き部分（４４）を形成するよう構成されている、実施態様項２０記載の血管内
ステント－グラフト（１０）。
【００９６】
〔実施態様項２５〕
　上記第１および上記第２の波状起伏部にそれぞれ固定されている上記第１および上記第
２のワイヤ端を除き、隣り合うほぼ周方向の巻き部には相互連結ストラットおよび溶接部
がない、実施態様項１９記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
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【００９７】
〔実施態様項２６〕
　上記細長いリボンカバー（６０）のための上記非テキスタイルポリマーグラフト材料層
は、識別可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチ
レンと、結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸
透性が低いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連
結された結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原
線維微細構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実
質的にない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレン
と、浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択さ
れたポリテトラフルオロエチレンで構成されている、実施態様項１９記載の血管内ステン
ト－グラフト（１０）。
【００９８】
〔実施態様項２７〕
　上記細長いリボンライナ（６２）のための上記非テキスタイルポリマーグラフト材料層
は、識別可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチ
レンと、結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸
透性が低いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連
結された結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原
線維微細構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実
質的にない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレン
と、浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択さ
れたポリテトラフルオロエチレンで構成されている、実施態様項１９記載の血管内ステン
ト－グラフト（１０）。
【００９９】
〔実施態様項２８〕
　上記管状グラフトカバー（２４）のための上記非テキスタイルポリマーグラフト材料層
は、識別可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチ
レンと、結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸
透性が低いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連
結された結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原
線維微細構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実
質的にない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレン
と、浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択さ
れたポリテトラフルオロエチレンで構成されている、実施態様項２０記載の血管内ステン
ト－グラフト（１０）。
【０１００】
〔実施態様項２９〕
　上記管状グラフトライナ（２６）のための上記非テキスタイルポリマーグラフト材料層
は、識別可能な結節および原線維微細構造を備えていない多孔質ポリテトラフルオロエチ
レンと、結節および原線維微細構造を備えた発泡ポリテトラフルオロエチレンと、流体浸
透性が低いまたは実質的にゼロであり、隣り合う高密度領域の結晶粒界に直接的に相互連
結された結晶粒界を備えた高密度領域を有する独立気泡微細構造を有しかつ結節および原
線維微細構造が実質的にないポリテトラフルオロエチレンと、流体浸透性がなくまたは実
質的にない多孔質ポリテトラフルオロエチレンと、半浸透性ポリテトラフルオロエチレン
と、浸透性ポリテトラフルオロエチレンと、これらの組み合わせとから成る群から選択さ
れたポリテトラフルオロエチレンで構成されている、実施態様項２０記載の血管内ステン
ト－グラフト（１０）。
【０１０１】
〔実施態様項３０〕
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　上記管状グラフトライナ（２６）と上記管状グラフトカバー（２４）は、上記固定グラ
フト部分（３６）のところで互いに貼り付けられまたは接着されている、実施態様項２０
記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【０１０２】
〔実施態様項３１〕
　上記血管内ステント－グラフト（１０）は、約１８０°曲がるよう構成され、約６ｍｍ
以下の隙間が上記曲がり部の近くに位置する上記グラフトカバー（２４）の部分相互間に
存在し、上記血管内ステント－グラフト（１０）は、上記曲がり部を貫通して実質的に管
の形状を維持する、実施態様項１記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【０１０３】
〔実施態様項３２〕
　上記血管内ステント－グラフト（１０）は、約１８０°曲がるよう構成され、約６ｍｍ
以下の隙間が上記曲がり部の近くに位置する上記グラフトカバー（２４）の部分相互間に
存在し、上記血管内ステント－グラフト（１０）は、上記曲がり部を貫通して実質的に管
の形状を維持する、実施態様項９記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【０１０４】
〔実施態様項３３〕
　上記血管内ステント－グラフト（１０）は、約１８０°曲がるよう構成され、約６ｍｍ
以下の隙間が上記曲がり部の近くに位置する上記管状グラフトカバー（２４）の部分相互
間に存在し、上記血管内ステント－グラフト（１０）は、上記曲がり部を貫通して実質的
に管の形状を維持する、実施態様項２０記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【０１０５】
〔実施態様項３４〕
　上記血管内ステント－グラフト（１０）は、約１８０°以上曲がるよう構成され、上記
血管内ステント－グラフト（１０）は、上記曲がり部の一部分に実質的な直径の減少部を
有することはない、実施態様項１記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【０１０６】
〔実施態様項３５〕
　上記血管内ステント－グラフト（１０）は、約１８０°以上曲がるよう構成され、上記
血管内ステント－グラフト（１０）は、上記曲がり部の一部分に実質的な直径の減少部を
有することはない、実施態様項９記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【０１０７】
〔実施態様項３６〕
　上記血管内ステント－グラフト（１０）は、約１８０°以上曲がるよう構成され、上記
血管内ステント－グラフト（１０）は、上記曲がり部の一部分に実質的な直径の減少部を
有することはない、実施態様項２０記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【０１０８】
〔実施態様項３７〕
　上記固定グラフト部分（３６）には縫合糸がない、実施態様項１記載の血管内ステント
－グラフト（１０）。
【０１０９】
〔実施態様項３８〕
　上記グラフトライナ（２６）および上記グラフトカバー（２４）の上記固定グラフト部
分（３６）には縫合糸がない、実施態様項９記載の血管内ステント－グラフト（１０）。
【０１１０】
〔実施態様項３９〕
　上記管状グラフトライナ（２６）および上記管状グラフトカバー（２４）の上記固定管
状グラフト部分（３６）には縫合糸がない、実施態様項２０記載の血管内ステント－グラ
フト（１０）。
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