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(57)【要約】
ガイドワイヤシステムは、ガイドワイヤ外被、少なくと
も２つのガイドワイヤ、およびハンドルを含む。ガイド
ワイヤは、最初に、ガイドワイヤ外被内に拘束され、診
断または他のカテーテル内に導入され、ガイドワイヤを
患者の血管系内の標的領域に送達し得る。ハンドルは、
ガイドワイヤ外被と同時に前進され得るように、ガイド
ワイヤを切り離し保定する。ガイドワイヤは、次いで、
領域内に適切に設置するように、個々に切り離され、操
作され得る。ガイドワイヤ外被および診断カテーテルを
除去後、２つ以上のガイドワイヤは、介入カテーテルま
たはシースの導入のために、追跡可能であるが可撓性の
経路を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガイドワイヤシステムであって、
　近位端、遠位端、およびコネクタハブをその近位端に有するガイドワイヤ外被と、
　前記ガイドワイヤ外被の管腔内に摺動可能に受け取られる、少なくとも２つのガイドワ
イヤであって、前記ガイドワイヤは、前記ガイドワイヤ外被の長さの２倍の長さを有する
、ガイドワイヤと
　を備えている、ガイドワイヤシステム。
【請求項２】
　各ガイドワイヤを取り外し可能に受け取るハンドルをさらに備え、前記ハンドルは、前
記ガイドワイヤ外被上の前記コネクタハブに切り離し可能に取り付く遠位コネクタを有し
ている、請求項１に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項３】
　ワイヤ収容体をさらに備え、前記ワイヤ収容体は、前記ガイドワイヤを取り外し可能に
受け取るが、前記ガイドワイヤ外被上の前記ハブに取り付くように構成されていない、請
求項１に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項４】
　前記ガイドワイヤ外被は、前記ハブ上の側面ポートを含み、前記側面ポートは、前記外
被の管腔内への流体導入を提供するように構成されている、請求項１に記載のガイドワイ
ヤシステム。
【請求項５】
　前記ハブは、Ｔｏｕｈｙ　Ｂｏｒｓｔコネクタを備えている、請求項４に記載のガイド
ワイヤシステム。
【請求項６】
　前記ガイドワイヤ外被の遠位領域は、外部構造から遊離している管状要素から成る、請
求項１に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項７】
　前記ガイドワイヤ外被上の前記コネクタハブは、ルアーを備え、前記ハンドル上の前記
遠位コネクタは、Ｔｏｕｈｙ　Ｂｏｒｓｔ弁を備えている、請求項１に記載のガイドワイ
ヤシステム。
【請求項８】
　取り外し可能リテーナをさらに備え、前記取り外し可能リテーナは、各ガイドワイヤの
遠位領域を前記ガイドワイヤ外被上の前記コネクタハブに保持する、請求項１に記載のガ
イドワイヤシステム。
【請求項９】
　前記システムは、前記ガイドワイヤ外被管腔の近位端内に受け取られる、前記ガイドワ
イヤの遠位先端とともに組み立てられ、前記取り外し可能リテーナは、前記ワイヤを定位
置に保持し、前記ハンドルは、前記ガイドワイヤ外被が、カテーテル内に留置され得るよ
うに、前記リテーナおよびコネクタハブから近位に離間され、前記コネクタハブは、前記
カテーテル上のハブに取り付けられ、前記リテーナは、除去され、前記ハンドルは、前記
ガイドワイヤ外被管腔を通して、前記ガイドワイヤを前進させるように前進される、請求
項８に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項１０】
　前記組み立てられたガイドワイヤ外被、ガイドワイヤ、およびハンドルを滅菌された状
態で保持する容器をさらに備えている、請求項１に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項１１】
　少なくとも１つのガイドワイヤは、少なくとも１つの他のガイドワイヤより高い剛性を
有する、請求項１に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項１２】
　前記ガイドワイヤ外被の管腔内に摺動可能に受け取られている少なくとも３つのガイド
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ワイヤを備えている、請求項１１に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項１３】
　各ガイドワイヤに取り外し可能に取り付けられているトルカをさらに備えている、請求
項１に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項１４】
　前記ハンドルから近位に延在する前記ガイドワイヤの近位端を受け取るワイヤループを
さらに備えている、請求項１に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項１５】
　０．０１４インチ～０．０２８の範囲の遠位直径を有する少なくとも１つのより大きな
ガイドワイヤと、０．００９インチ～０．０１８インチの範囲の遠位直径を有する少なく
とも１つのより小さなガイドワイヤとを備えている、請求項１に記載のガイドワイヤシス
テム。
【請求項１６】
　１つのより大きな直径のガイドワイヤと、２つのより小さな直径のガイドワイヤとから
成る、請求項１５に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項１７】
　１つのより大きな直径のガイドワイヤと、ピグテール遠位端を伴う１つのより小さな直
径のガイドワイヤとから成る、請求項１５に記載のガイドワイヤシステム。
【請求項１８】
　前記ガイドワイヤの少なくともいくつかは、その遠位端またはその近傍に放射線不透過
性マーカーを有する、請求項１に記載のガイドワイヤシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、米国仮出願第６１／５５６，１８１号（２０１１年１１月５日出願、代理人事
件番号４２８０７－７０３．１９１）の利益を主張する。該出願の全体は、参照により本
明細書に援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明の技術分野は、医療用ガイドワイヤおよびアクセスシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　医療用ガイドワイヤは、典型的には、診断、介入、および外科手術手技、ならびに同等
物のために、身体内の着目面積にアクセスするために使用される。ガイドワイヤは、通常
、最初に、体腔内の着目部位にアクセスし、次いで、診断および介入カテーテルならびに
デバイスを部位に摺動させるレールとして使用される。種々のガイドワイヤサイズが、異
なる解剖学的および手技状況のために生産されている。典型的には、ガイドワイヤは、軸
方向押動性および回転トルクを向上させるために、剛性の近位区画と、蛇行性に対応する
ために、可撓性の遠位部分とを有する。ガイドワイヤは、典型的には、遠位端に柔軟な先
端または他の軟性構造を有し、外傷を防止する。
【０００４】
　非常に多くの解剖学的および手技状況が存在するため、直径、典型的には、０．０１０
インチ～０．０３８インチ、および長さ９０ｃｍ～３００ｃｍ以上とともに、異なる研削
部外形、コーティング、および放射線不透過性先端を伴う、多数のガイドワイヤ設計が、
存在する。これらのパラメータは、当業者に公知である。
【０００５】
　近年、手技の間、変更され、解剖学的および手技状況に適合するように調節することが
できる可変パラメータを伴う、ガイドワイヤを設計するために、いくつかの試みが行なわ
れている。より具体的には、ガイドワイヤは、ガイドワイヤのある区画において、可変レ
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ベルの剛性または可撓性を提供するように設計されている。これらの調節可能ガイドワイ
ヤは、典型的には、同軸ガイドワイヤおよび管から構築され、ガイドワイヤは、管の内側
を移動され、異なる可撓性を提供する。しかしながら、これらの調節可能ガイドワイヤは
、内部ガイドワイヤと管との間の高摩擦ならびに調節が達成され得る程度によって制限さ
れる。
【０００６】
　従来のガイドワイヤに関する特定の課題の１つは、大動脈弓から総頸動脈内への診断カ
テーテルの導入であって、この課題は、疾患によって悪化され得、一般的には、０．３５
インチガイドワイヤ等の非常に剛性／支持性のガイドワイヤを使用する。蛇行性によって
ワイヤ前進が制限され、および／または困難な生体構造内では、ワイヤによって診断カテ
ーテルがその位置から変位されるであろうため、ガイドワイヤ留置は、通常、これらの状
況では、達成されることができない。したがって、手技は、アクセス時の反復的試みによ
って、長期化する（患者を合併症のリスク増加に曝す）か、あるいは留置の失敗と介入ガ
イドまたはシースとの後続アクセスの欠如のため、進めることができないかのいずれかと
なるであろう。
【０００７】
　本困難点を克服するために、Ｃａｒｄａｉｏｌｉ、他（２００９）Ｊ．Ｅｎｄｏｖａｓ
ｃ．Ｔｈｅｒ．１６：６４９－６５１（非特許文献１）、は、いくつかの０．０３５ワイ
ヤを収容することができる、大きなガイドカテーテルを留置するために、大動脈弓から内
頸動脈に、複数の０．０３５アクセスガイドワイヤを留置することを提案している。しか
しながら、本アプローチは、より大きなイントロデューサーシースを留置することを要求
し、全ての患者で行なうことができず、介入者は、概して、より大きなカテーテルのリス
クのために、アクセスが保証されるまで、より小さなカテーテルを使用することを好む。
【０００８】
　従来のガイドワイヤに関する別の課題的使用は、腸間膜病変、例えば、腫瘍、動脈瘤、
アテローム性動脈硬化／閉塞等の介入治療である。例えば、非常に蛇行性の脾動脈内への
ステントグラフト（概して、大きくかつ剛性のデバイス）の留置は、非常に困難であり得
る。０．０３５インチガイドワイヤ等の剛性ガイドワイヤの使用は、動脈を直線化し、擬
似狭窄の生成ならびに解剖学的目印および正常流動の両方の損失のため、ステントグラフ
トの留置を困難にし得る。
【０００９】
　別の課題は、腹部大動脈動脈瘤内へのステントグラフトの留置を長期化させ得る、多数
の別個の時間のかかるステップから生じる。具体的には、そのようなステントグラフトの
対側脚の留置は、グラフト内位置を確認し、要求される血管造影距離査定のために、マー
カーシステムを確立し、次いで、カテーテルの前進を可能にするための非常に剛性のガイ
ドワイヤを設置し、対側ステントグラフトを硬化させるために、多くのステップおよび複
数のガイドワイヤ交換を要求し得る。
【００１０】
　従来のガイドワイヤに関するさらなる課題は、分岐が、急峻、石灰化、または困難な幾
何学形状であるときの大動脈分岐を介した対側大腿動脈から腸骨および大腿動脈内へのア
クセスガイドワイヤの留置である。
【００１１】
　介入者および外科医に関する別の困難な課題は、腹部大動脈動脈瘤の治療のための分岐
したステントグラフトの対側入口のアクセスである。これらの手技の際、多くの場合、対
側入口内にガイドワイヤを留置し、２次元Ｘ線撮像を介して、適切に内側にあることを検
証することが必要である。
【００１２】
　介入者に関するさらに別の課題は、小型の５～６フレンチの診断またはガイドカテーテ
ルを介した０．０３５ガイドワイヤの留置の際、Ｘ線透視（Ｘ線）可視化のための造影剤
を注入することができないことである。これらのカテーテルの小管腔は、ガイドワイヤの
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み収容し、実質的に、遠位可視化のための造影剤の導入を制限する。
【００１３】
　これらの理由から、ほぼいかなる解剖学的課題にも対応することができる、高度に調節
可能であって、使用が容易かつ直感的である、低摩擦ガイドワイヤシステムを提供するこ
ととが望ましいであろう。特に、優れた追跡性および必要な支持を提供することができる
一方、ガイドワイヤまたはガイドワイヤシステムの剛性を最小限にし、標的生体構造の直
線化を制限する、ガイドワイヤおよびガイドワイヤシステムを提供することが望ましいで
あろう。さらに、ガイドワイヤおよびガイドワイヤシステムが、少なくとも、脾動脈瘤お
よび腹部大動脈動脈瘤の両方を含む、動脈瘤ならびに他の場所内へのステントグラフトの
留置のための頸動脈へのアクセスのためを含め、種々の生体構造おいて使用され得ること
が望ましいであろう。さらに、ガイドワイヤおよびガイドワイヤシステムの展開が、所望
の介入または他のカテーテルの導入に先立って、留置のために要求されるステップの数を
減少させるように簡略化される場合、望ましいであろう。さらに、ガイドワイヤシステム
が、困難な生体構造内へのワイヤの留置の際、標準的５～６フレンチの診断またはガイド
カテーテルを通して造影剤が注入されることを可能にする場合、望ましいであろう。これ
らの目的のうちの少なくともいくつかは、以下に説明される本発明によって充足されるで
あろう。
【００１４】
　（背景技術の説明）
　Ｃａｒｄａｉｏｌｉ、他（２００９）Ｊ．Ｅｎｄｏｖａｓｃ．Ｔｈｅｒ．１６：６４９
－６５１（非特許文献１）は、前述の通りである。分岐したステント送達のための複数の
ガイドワイヤを管理するために使用される、ガイドワイヤ制御ステーションは、米国特許
第７，６４５，２７３号（特許文献１）および米国特許出願第２００６／００７４４８４
号に説明されている。可変剛性ガイドワイヤは、米国特許第７，４０２，１４１号（特許
文献２）および米国特許出願第２０１０／０３０５４７５号に説明されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許第７，６４５，２７３号明細書
【特許文献２】米国特許第７，４０２，１４１号明細書
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】Ｃａｒｄａｉｏｌｉ、他（２００９）Ｊ．Ｅｎｄｏｖａｓｃ．Ｔｈｅｒ
．１６：６４９－６５１
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明による、医療用ガイドワイヤシステムは、ワイヤ展開のために個々に操作され、
ワイヤ展開後、介入または療法カテーテルの留置のために、１つの組み合わせられたより
大きなガイドワイヤとして利用されることができる、複数の並列の比較的に小さいガイド
ワイヤを備えている。「比較的に小さい」とは、個々のワイヤが、使用されることが意図
される公称内径カテーテルより小さい口径であることを意味する。本発明のガイドワイヤ
システムは、典型的には、患者の血管系内の標的領域内に設置された、事前に留置された
診断または他のカテーテルあるいはシースを通して留置されるであろう。血管系内での使
用によって例示されるが、本発明のシステムおよび方法はまた、尿路等の他の体腔内での
使用も見出し得る。それぞれ、一般的には、０．０３１インチを下回る、一般的には、０
．０２５インチを下回る、より一般的には、０．０１８インチを下回る、多くの場合、０
．０１４インチ以下である、直径を有するであろう、複数の個々のガイドワイヤは、最初
に、典型的には、導入される複数のガイドワイヤを囲繞および拘束する管状本体である、
ガイドワイヤ外被を使用して、診断または他のカテーテルに導入される。ガイドワイヤ外
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被は、最初に、診断またはカテーテル内に導入され、複数のガイドワイヤが、次いで、診
断カテーテルの遠位端の近傍の場所に到達するまで、外被を通して、かつ診断カテーテル
を通して、前進される。次いで、複数のガイドワイヤの個々の１つは、２つ、３つ、４つ
、またはそれ以上の個々のガイドワイヤが全て、標的領域に設置されるまで、診断カテー
テルを越えて、血管系内の標的領域まで前進され得る。複数のガイドワイヤが、適切に設
置された後、外被および／または診断カテーテルは、ガイドワイヤを経由して除去され、
複数のガイドワイヤを定位置に残し、組み合わせまたは組み立てられたガイドワイヤシス
テムとして使用するために利用可能であり得る。所望の介入カテーテル、シース、または
他の介入ツールが、次いで、組み合わせられたガイドワイヤアセンブリを経由して前進さ
れ得、標的領域における後続治療、介入、または診断が、ガイドワイヤ、カテーテル、シ
ース、および／またはツールを使用して行なわれ得る。複数の小径ガイドワイヤの使用は
、より大きなガイドワイヤを用いて達成されるものに匹敵する追跡性および支持の両方を
提供する一方、蛇行性の領域内において、はるかに低剛性構造を提示し、留置を促進する
ことが分かっている。複数のガイドワイヤアセンブリは、多くの場合、また、ほとんど断
面を占有しない一方、外被または診断カテーテル内では、外被および／または診断カテー
テルを通した造影剤または他の媒体の導入に寄与する。
【００１８】
　本発明の第１の具体的側面では、ガイドワイヤシステムは、ガイドワイヤ外被、少なく
とも２つのガイドワイヤ、および随意に、ハンドルを備えている。ガイドワイヤ外被は、
近位端、遠位端、およびコネクタハブをその近位端に有する。少なくとも２つのガイドワ
イヤが、ガイドワイヤ外被の管腔内に摺動可能に受け取られ、各ガイドワイヤは、ガイド
ワイヤ外被の長さの２倍の長さを有する。随意のハンドルは、各ガイドワイヤを取り外し
可能に受け取り、ガイドワイヤ外被上のコネクタハブに切り離し可能に取り付く遠位コネ
クタを含み得る。
【００１９】
　本発明の方法に関連して、以下により詳細に説明されるように、ガイドワイヤ外被上の
コネクタハブは、ガイドワイヤ外被が、事前に留置されたカテーテル内に完全に挿入され
た後、事前に留置された診断または他のカテーテルの近位端に取り付けられ得る。ハンド
ルが、次いで、同時に、少なくとも２つのガイドワイヤをガイドワイヤ外被および診断カ
テーテル内に完全に前進させるために使用され得、ハンドル上の遠位コネクタは、次いで
、外被上のコネクタハブに取り付けられ、したがって、個々のガイドワイヤが、ハンドル
から除去され、他のガイドワイヤが、ハンドルに取り付けられ、ガイドワイヤ外被、診断
カテーテル、および血管系に対して不動化されたままである間、操作されることを可能に
し得る。そのような構造は、個々のガイドワイヤの留置および使用を非常に簡略化し、経
験が少ない医師によってさえ、複数のガイドワイヤの留置を管理可能にする。
【００２０】
　本発明のガイドワイヤシステムの特定の実施形態では、ガイドワイヤ外被の遠位領域は
、バルーン等の外部構造から遊離している管状要素から成るであろう。遠位領域は、当然
ながら、放射線不透過性マーカー等の他の統合特徴を含み得る。他の具体的実施形態では
、ガイドワイヤ外被上の近位コネクタは、ルアーを備え、ハンドル上の遠位コネクタは、
Ｔｏｕｈｙ　Ｂｏｒｓｔ弁を備えているであろう。取り外し可能リテーナが、典型的には
、ガイドワイヤが、ガイドワイヤ外被に対して固定されたままである一方、外被が、診断
カテーテル内に前進されるように、各ガイドワイヤの遠位領域をガイドワイヤ外被上のコ
ネクタハブに保持するために提供されるであろう。
【００２１】
　本発明のガイドワイヤシステムのなおもさらなる具体的実施形態では、システムは、ガ
イドワイヤ外被管腔の近位端内に受け取られるガイドワイヤの遠位先端と併用するために
組み立てられるであろう。取り外し可能リテーナもまた、定位置にあって、ガイドワイヤ
を保持し、ハンドルは、ガイドワイヤ外被が、診断または他のカテーテル内に留置され、
コネクタハブが、カテーテル上のハブに取り付けられ、リテーナが除去され得るように、
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リテーナおよびコネクタハブの近位に位置付けられるであろう。ハンドルは、次いで、前
進され、ガイドワイヤ外被管腔を通してガイドワイヤを導入し得る。そのような事前に組
み立てられたガイドワイヤシステムは、箱、トレイ、袋、または同等物等の好適な医療デ
バイス容器内において、滅菌状態で維持され得る。
【００２２】
　本発明のガイドワイヤシステムの個々のガイドワイヤは、通常、比較的に可撓性であっ
て、典型的には、前述の直径範囲を有し、ある場合には、０．００５インチ～０．０３０
インチであろう。しかしながら、通常、ガイドワイヤのうちの少なくとも１つは、少なく
とも１つの他のガイドワイヤより剛性を有するであろう。例示的システムでは、単一シス
テム内に、１つの比較的に剛性のガイドワイヤと、２つの比較的に可撓性のガイドワイヤ
が存在するであろうが、他のシステムは、少なくとも１つの比較的に可撓性のガイドワイ
ヤと、２つの比較的に剛性のガイドワイヤとを備え得る。ガイドワイヤはさらに、各ガイ
ドワイヤに取り付けられる、取り外し可能トルカを備え得る。システムはさらに、ガイド
ワイヤの近位端を受け取り、ハンドルから近位に延在し、管理を補助する、ガイドワイヤ
ループを備え得る。なおもさらなる具体的実施形態では、ガイドワイヤシステムは、遠位
直径範囲０．０１４インチ～０．０２８インチを有する、少なくとも１つのより大きなガ
イドワイヤと、遠位直径範囲０．００９インチ～０．０１８インチを有する、少なくとも
１つのより小さなガイドワイヤとを備えているであろう。そのようなシステムは、１つの
より大きなガイドワイヤと、２つのより小さなガイドワイヤとから成り、付加的ガイドワ
イヤがなくてもよく、または１つのより小さなガイドワイヤと、２つのより大きなガイド
ワイヤとから成り、付加的ガイドワイヤがなくてもよい。他のシステムでは、全てのガイ
ドワイヤは、同一の直径であってもよく、２つから５つの総ガイドワイヤが存在し得る。
【００２３】
　本発明のガイドワイヤシステムのさらなる具体的実施形態では、システムは、１つのよ
り大きな直径のガイドワイヤと、通常、事前に成形されている、ピグテール遠位端を有す
る、１つのより小さな直径のガイドワイヤとから成るであろう。これらの２つのガイドワ
イヤのうちの少なくとも１つはまた、通常、その遠位端またはその近傍に、放射線不透過
性マーカーを有するであろう。そのようなガイドワイヤシステムは、特に、腹部大動脈動
脈瘤内へのステントグラフトの留置を補助するために好適である。
【００２４】
　本発明の第２の具体的側面では、患者の血管系または他の体腔を通してカテーテルを前
進させるための方法が、提供される。ガイドワイヤ外被が、標的領域に到達するために、
血管系内に事前に留置された、第１のカテーテルの管腔内に導入される。第１のガイドワ
イヤは、ガイドワイヤ外被から、第１のカテーテル管腔内およびそれを通して、標的領域
に前進される。第２のガイドワイヤもまた、第１のガイドワイヤと並行して、ガイドワイ
ヤ外被から、第１のカテーテル管腔内およびそれを通して、標的領域に前進される。随意
に、第３、第４、第５、および付加的ガイドワイヤもまた、前進され得るが、通常、わず
か４つのガイドワイヤが、合計で前進されるであろう。ガイドワイヤが前進および設置さ
れた後、第１のカテーテルおよび随意にガイドワイヤ外被は、除去され、ガイドワイヤを
定位置に残す。外被は、随意に、ガイドワイヤを経由して、定位置に残され得るが、介入
、療法、または他のカテーテルが、ガイドワイヤ／外被アセンブリを経由して前進される
とき、外被が定位置に残留することになる場合、最終的に、任意の近位ハブまたは他の構
造を外被から除去するために必要となるであろう。第２のカテーテルは、次いで、並列ガ
イドワイヤ（および、随意に、外被）を経由して、標的領域に前進され得る。本発明のシ
ステムと関連して前述のように、複数の並列ガイドワイヤの使用は、優れた支持および追
跡性を提供する一方、ガイドワイヤ剛性を最小限にし、第２のカテーテルが前進されるに
つれたガイドワイヤ変位のリスクを制限することができる。
【００２５】
　具体的実施形態では、ガイドワイヤ外被の導入は、ガイドワイヤ外被の近位端を第１の
カテーテルの近位端に接続するステップを含み得る。ガイドワイヤの遠位領域は、ガイド
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ワイヤ外被の近位端に切り離し可能に取り付けられ、ガイドワイヤは、ガイドワイヤ外被
が、第１のカテーテルの管腔内に導入された後、但し、個々のガイドワイヤを標的領域に
前進させるのに先立って、ガイドワイヤの近位端外被から切り離され得る。
【００２６】
　本明細書の方法のさらなる具体的側面では、各ガイドワイヤの中央区画は、ハンドルに
切り離し可能に取り付けられてもよく、これは、順に、ハンドルをガイドワイヤ外被に対
して前進させることによって、ガイドワイヤが、ガイドワイヤ外被を通して、同時に前進
することを可能にする。ハンドルが切り離し可能に取り付けられる、ガイドワイヤの中央
区画は、通常、ハンドルが完全に前進されると、ガイドワイヤの遠位端をガイドワイヤ外
被の遠位端の近傍に位置付ける距離に、各ガイドワイヤの遠位端から近位に設置される。
ハンドルが完全に前進された後、個々のガイドワイヤは、ハンドルから切り離され、切り
離されたガイドワイヤは、他のガイドワイヤがハンドルに取り付けられたまま、操作され
る。
【００２７】
　ハンドル上のＴｏｕｈｙ　Ｂｏｒｓｔ弁の使用は、ハンドルがガイドワイヤ外被に取り
付けられると、ガイドワイヤ外被を通して、標的領域への造影剤の送達を可能にする。２
つ以上の小ワイヤのアセンブリが、カテーテル管腔の内側に断面空間を生成するため、こ
れらの空間が、造影剤流体の導入を可能にする。
【００２８】
　なおもさらなる具体的実施形態では、第１のカテーテルは、大動脈弓から頸動脈に留置
された診断カテーテルを備えている。第２のカテーテルは、ステントを頸動脈に送達し、
頸動脈疾患を治療する。
【００２９】
　なおもさらなる具体的実施形態では、第１のカテーテルは、脾動脈内に配置される診断
カテーテルを備え、標的領域は、動脈瘤である。第２のカテーテルは、ステントグラフト
を脾動脈内の動脈瘤に送達するために使用される。
【００３０】
　本発明のなおもさらなる実施形態では、標的領域は、腹部大動脈内の動脈瘤に事前に留
置されたステントグラフトに対側入口を備えている。第１のカテーテルの遠位端は、対側
入口を通してではなく、その近傍に留置され得、第１のガイドワイヤは、入口を通して前
進される。第１のカテーテルは、次いで、第１のガイドワイヤを経由して、入口を通して
、ステントグラフト内に前進される。第１および第２のガイドワイヤは、ガイドワイヤ上
に存在するマーカーが、ステントグラフト対側入口から、関連付けられた腸骨動脈まで可
視となるように、外被から、ステントグラフトを通して前進される。第１のカテーテルお
よびガイドワイヤ外被は、次いで、第１および第２のガイドワイヤを経由して、除去され
得る。第２のカテーテルは、次いで、典型的には、対側ステントグラフトを主要ステント
グラフト本体の対側入口に送達する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、管状ガイドワイヤ外被の内側にいくつかの並列ガイドワイヤを伴う、本
発明の一実施例の縦断面図を示す。
【図２】図２は、管状ガイドワイヤ外被の内側に異なる幾何学形状のいくつかの並列ガイ
ドワイヤを伴う、本発明の類似実施形態の断面図を示す。
【図３】図３は、異なる幾何学形状のいくつかの並列ガイドワイヤを伴う、本発明の別の
実施形態の側面図を示す。
【図４】図４は、異なる幾何学形状のいくつかの並列ガイドワイヤを伴う、本発明の別の
実施形態の側面図を示す。
【図５】図５は、管状ガイドワイヤ外被の内側に並列に２つのガイドワイヤを伴う、本発
明の別の実施形態の側面図を示す。
【図６】図６は、管状ガイドワイヤ外被の内側に異なる幾何学形状の２つのガイドワイヤ
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を伴う、本発明の別の実施形態の側面図を示す。
【図７】図７は、管状ガイドワイヤ外被の内側に異なる幾何学形状の複数のガイドワイヤ
を伴う、本発明の別の実施形態の側面図を示し、１つのガイドワイヤは、管状ガイドワイ
ヤ外被の遠位端の遠位にある、拡大された幾何学形状を有する。
【図８】図８は、図６と同一の実施形態の側面図を示し、拡大された幾何学形状を伴う、
１つのガイドワイヤは、管状ガイドワイヤ外被の遠位端内に引き込まれ、それによって、
ガイドワイヤを外被の内側に可逆的に押し込めさせる。
【図９】図９は、本発明の一実施形態を示し、ガイドワイヤ外被は、ルアー嵌合を用いて
、近位ガイドワイヤ管理ツールに取り外し可能に取り付けられ、ガイドワイヤは、近位ガ
イドワイヤ管理ツール内のグリップによって、取り外し可能に定位置に保持される。
【図１０】図１０は、図９に示されるものと類似の本発明の実施形態を示すが、並列ガイ
ドワイヤの近位端上に留置されるピールアウェイイントロデューサーが追加され、ガイド
ワイヤをカテーテルの近位端に挿入する補助をする。
【図１１】図１１は、本発明の一使用の解剖学的実施例を示し、ガイドワイヤは、カテー
テルを通して、ヒトの身体の血管系内に挿入され、続いて、頸動脈内に留置される。
【図１２】図１２は、典型的現在利用可能なタイプのアクセスガイドワイヤの実施例と、
非常に角張った血管系等の困難な生体構造におけるようなガイドワイヤの使用の問題を示
す。
【図１３】図１３は、図１２に示されるものと類似する生体構造における本発明の実施例
を示し、本発明の利点は、非常に角張った血管系等の困難な生体構造へのアクセスを達成
することであることが分かる。
【図１４】図１４は、本発明の原理に従って構築された例示的ガイドワイヤ留置システム
を図示する。
【図１５】図１５は、患者の血管系内の標的領域に事前に留置された診断カテーテルの近
位端を伴う、図１４のシステムのガイドワイヤ外被の遠位端間の接続を図示する。
【図１６】図１６は、図１４のガイドワイヤ留置システム内の複数のガイドワイヤを管理
するために使用される、ハンドルを図示する。
【図１７】図１７は、診断カテーテルに接続された図１４のガイドワイヤ留置システムを
図示し、第１のガイドワイヤは、診断カテーテルの遠位端から操作および前進される。
【図１８Ａ】図１８Ａから１８Ｅは、腹部大動脈動脈瘤を治療するためのステントグラフ
トシステムの使用において、対側ステントグラフト脚を前進させるための本発明のガイド
ワイヤ留置システムの使用を図示する。
【図１８Ｂ】図１８Ａから１８Ｅは、腹部大動脈動脈瘤を治療するためのステントグラフ
トシステムの使用において、対側ステントグラフト脚を前進させるための本発明のガイド
ワイヤ留置システムの使用を図示する。
【図１８Ｃ】図１８Ａから１８Ｅは、腹部大動脈動脈瘤を治療するためのステントグラフ
トシステムの使用において、対側ステントグラフト脚を前進させるための本発明のガイド
ワイヤ留置システムの使用を図示する。
【図１８Ｄ】図１８Ａから１８Ｅは、腹部大動脈動脈瘤を治療するためのステントグラフ
トシステムの使用において、対側ステントグラフト脚を前進させるための本発明のガイド
ワイヤ留置システムの使用を図示する。
【図１８Ｅ】図１８Ａから１８Ｅは、腹部大動脈動脈瘤を治療するためのステントグラフ
トシステムの使用において、対側ステントグラフト脚を前進させるための本発明のガイド
ワイヤ留置システムの使用を図示する。
【図１９Ａ】図１９Ａおよび１９Ｂは、ハンドルを伴わない、ガイドワイヤ外被を含む、
本発明のガイドワイヤ留置システムを図示する。
【図１９Ｂ】図１９Ａおよび１９Ｂは、ハンドルを伴わない、ガイドワイヤ外被を含む、
本発明のガイドワイヤ留置システムを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
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　本発明の目的は、大部分の解剖学的構造にアクセス可能であって、他のカテーテル、シ
ース、および介入ツールを要求される部位にもたらすのを補助するための有能なレールを
提供するであろう、調節可能であって、使用が容易なガイドワイヤシステムを提供するこ
とである。一実施形態では、類似幾何学形状の２つ以上の小ガイドワイヤが、図１に示さ
れるように、管状外被の内側に、隣り合わせで提供される。これらのガイドワイヤは、当
業者に公知の典型的方式において、近位部位から、相互に独立して操作される、または１
つのアセンブリとして操作されることができる。並列状態における、そのような複数のガ
イドワイヤは、単一ガイドワイヤより優れた追跡性を提供するが、各ガイドワイヤが、個
々に、前進されるにつれて、可撓性および困難な生体構造を操向する能力を維持する。さ
らに、ガイドワイヤは、任意の状況を満たすために、手技の間、カスタマイズされること
ができる、可撓性の遷移域を提供するために、交互または順次様式において、定位置に移
動されることができる。さらに、各小ガイドワイヤは、単一の大ガイドワイヤと比較して
、非常に可撓性であるため、各ガイドワイヤは、単一のより大きくかつ剛性のガイドワイ
ヤと比較して、より容易に、困難な生体構造内に操作されることができるが、いくつかの
より小さなガイドワイヤが、遠位生体構造内に留置されると、単一ガイドワイヤより有意
に支持および追跡性を提供することができる。さらに、各小ガイドワイヤは、単一のより
大きくかつ剛性のガイドワイヤより可撓性であるため、各ガイドワイヤは、操作される体
腔に外傷性となる可能性が低い。さらに、いくつかの並列ガイドワイヤの各ガイドワイヤ
が、支持ガイドカテーテルまたは診断カテーテルあるいは同等物からの補助によって、体
腔の遠位生体構造内にある間、操作されるとき、より小さなガイドワイヤは、より大きく
かつ剛性のガイドワイヤを前進させるのと比較して、より小さなガイドワイヤを前進させ
る間、支持カテーテルを定位置から移動させる可能性が低いであろう。さらに、いくつか
のガイドワイヤは、遠位生体構造内に留置されると、有意な量の表面積を有し、したがっ
て、組み合わせられると、ガイドワイヤを同時に横断させるとき、より多くの支持をカテ
ーテルに提供する、係留効果を有する。
【００３３】
　多くの医療手技の開始時に使用される、最近の最先端の医療用ガイドワイヤは、直径約
１．０ｍｍ、より具体的には、直径０．０３５インチ～０．０３８インチである。加えて
、心臓学および末梢介入ならびに同等物のために、介入デバイスを遷移させるために使用
される、最新の最先端ガイドワイヤは、より小さく、例えば、直径０．０１８インチ～０
．０１４インチである。対照的に、本発明は、より大きな直径アクセスガイドワイヤに一
致するために、薄い可撓性の管の内側に、複数のより小さなガイドワイヤを提供する。し
たがって、並列かつ複数のガイドワイヤシステムは、最初に、着目部位に、続いて、外側
管が、介入デバイスを送達するために使用され得る、１つのより小さなガイドワイヤを残
して除去されることができるため、もはや十分な支持のために要求されない、任意のガイ
ドワイヤにアクセスするために使用されることができる。
【００３４】
　システム内の任意の１つのガイドワイヤの性能に影響を及ぼす、いくつかのパラメータ
は、ガイドワイヤの長さの任意の点における、ガイドワイヤ、より具体的には、ガイドワ
イヤの近位区画の直径、すなわち、より大きな直径からより小さな直径へのテーパ部の設
計、テーパ部の開始位置、テーパ部のより小さな端部における減少した直径の長さおよび
直径、ガイドワイヤが作製される材料、ならびにガイドワイヤ上の潤滑剤およびその場所
である。並列かつ複数のガイドワイヤのシステムの性能に影響を及ぼす、いくつかのパラ
メータは、各ガイドワイヤ間の接触面積、外被が使用される場合、ガイドワイヤを封入す
る管外被へのガイドワイヤの接触面積、ガイドワイヤ上で使用される潤滑剤およびそのよ
うな潤滑剤の場所、各ガイドワイヤに対するテーパ部等の特徴の位置、各ガイドワイヤに
対する異なる可撓性域の位置、外被が使用される場合、相互および外被に対する各ガイド
ワイヤの隙間、および外被が使用される場合、外被の材料特徴である。したがって、シス
テムは、異なる直径の２つ以上のガイドワイヤから作製され得、各ガイドワイヤはまた、
異なる外形を同様に有し得ることが分かり得る。さらに、これらのガイドワイヤは、手技
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の開始時に、手技の開始のための封入外被管に対して最適位置において、システム内に提
供されることができ、次いで、各ガイドワイヤは、任意の時点において、解剖学的要件お
よび手技要件に応じて、システムの最適性能のために、軸方向に操作されることができる
。したがって、２つまたは３つのガイドワイヤの並列ガイドワイヤのシステムさえ、単に
、ガイドワイヤを相互に対して移動させることによって、迅速かつ容易に最適化され、多
くの解剖学的課題を満たし得る、非常に大きな構成変動を提供することができることが明
白であるはずである。
【００３５】
　本発明の単純実施例は、遠位端に向かって可撓性の持続的増加を提供するために、テー
パ部３０、３１、および３２が、異なる相対軸方向位置にあるような様式において位置付
けられる、図１に示されるガイドワイヤ１０、１１、および１２等の従来の幾何学形状の
２つまたは３つのガイドワイヤを含む。ガイドワイヤは、図１に示されるような特定の可
撓性外形のための初期位置に提供されることができ、次いで、各ガイドワイヤは、近位端
１３、１５、および１５において操作され、可撓性特性を変化させることができる。本実
施形態では、３つのガイドワイヤが存在し、そのうち２つ（１０および１１）は、類似直
径であって、１つ（１２）は、近位面積１３、１４、および１５においてより大きい。典
型的には、ガイドワイヤは、ステンレス鋼から構築され、ここでは、テーパ部３０、３１
、および３１に示される、それらに研削される外形を有し、ガイドワイヤが、より小さい
および／またはより蛇行性の体腔に遭遇するであろう面積において、ガイドワイヤをより
可撓性にする。さらに、研削部はまた、ガイドワイヤを低剛性にし、したがって、これら
のより小さな体腔に対して低外傷性にする。各ガイドワイヤの端部には、ガイドワイヤ先
端４０、４１、および４２がある。これらの先端は、通常、ステンレス先端に溶接または
はんだ付けされる、白金コイル等の軟性の放射線不透過性材料から作製される。先端の面
積では、ガイドワイヤをさらにより可撓性および軟性にする、付加的研削部６０、６１、
および６２が存在し得る。多くの事例では、ガイドワイヤは、ガイドワイヤを全長に沿っ
て一貫した直径にするために、研削部３３、３４、および３５から得られるテーパ部なら
びにより小さな直径にわたって、遠位の面積を膨化させるために、プラスチックまたはス
テンレスコイル等の付加的材料を有する。簡潔かつ明確にするために、これらの膨化幾何
学形状は、本発明を説明する図面には、含まれていない。ガイドワイヤ自体は、典型的に
は、ステンレス鋼、ニチノール、および同等物から作製される。前述のガイドワイヤ幾何
学形状および特性は、当業者によく理解されている。本発明のために使用されるガイドワ
イヤは、近位端において、わずか０．００９インチ～０．０３０インチ、より典型的には
、０．０１３インチ～０．０２２インチのいくつかの直径であり得る。ガイドワイヤの長
さは、用途に応じて、９０ｃｍ～３００ｃｍであり得る。テーパ部は、長さ１ｃｍ～３０
ｃｍであり得、可変幾何学形状であり得る。これらのテーパ部は、通常、芯なし研削盤を
使用して作製される。テーパ部の開始は、典型的には、遠位先端に対して１０ｃｍ～３０
ｃｍ近位からとなるであるであろうが、用途に応じて、より長いまたは短くあり得る。本
発明の具体的例では、複数の並列ガイドワイヤは、カテーテル内への挿入の容易性、全般
的取扱の容易性の目的のために、かつ最初に、使用の際、単一ガイドワイヤを模倣するた
めに、管状外被１８内に提供されることができる。理想的には、管外被は、並列ガイドワ
イヤが移動するための最大内部管腔を提供するために、非常に薄く、かつ精密な壁厚約０
．００１インチ～０．００４インチを有するであろう。本要件を満たす、例示的生体適合
性材料の実施例は、ポリイミドまたはＰＥＴ管類、および他の精密プラスチック、ならび
にステンレス鋼またはニチノール等の金属管類である。管外被の外径は、典型的には、０
．０１８インチ～０．０６２インチ、より典型的には、０．０３０インチ～０．０４０イ
ンチであろう。プロトタイプのために試験された管は、０．００１インチ～０．００２イ
ンチ壁および０．０３３インチ～０．０３８インチ直径であって、長さ５０～６０ｃｍを
伴う、ポリイミド材料から作製された。
【００３６】
　本発明のさらなる利点は、各ガイドワイヤが、管内のガイドワイヤ等の同軸ガイドワイ
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ヤシステムと比較して、相互に対して、非常に少ない接触面積を有することである。この
ように少ない接触面積は、各ガイドワイヤ間に、非常に摩擦が少ないことを意味する。図
２では、複数のガイドワイヤが、管状外被１９の内側に示される。任意のガイドワイヤと
外被との間の接触面積５０は、非常に少ない、また、任意の２つのガイドワイヤ間の接触
面積５２もまた、非常に少ない。これは、より大きなガイドワイヤおよび外被の嵌合が密
接し、したがって、接触面積および結果として生じる摩擦をより多くする、管状外被の内
側のより大きなガイドワイヤと対照的である。これは、特に、システムが、典型的には、
血管生体構造内であろう、曲線内にあって、したがって、内側ガイドワイヤまたは複数の
ガイドワイヤの係合が、外側管状外被に対して押勢されるときに当てはまる。したがって
、本発明の本実施形態の利点は、各ガイドワイヤが、半径方向および軸方向に容易に移動
されることができ、したがって、各ガイドワイヤが、所望の場所まで操向および前進され
ることができることである。
【００３７】
　複数のガイドワイヤと管外被との間の摩擦のさらなる低減は、当業者に一般的かつ公知
である、ＰＴＦＥ、親水性コーティング、等の摩擦低減材料でガイドワイヤをコーティン
グすることによって達成されることができる。ガイドワイヤのある区画のみ、非常に潤滑
性のコーティング剤でコーティングし、他の区画は、最小限の潤滑剤を伴う、または全く
潤滑剤がないことが望ましい場合がある。例えば、再び、図１を参照すると、第１のテー
パ部３０、３１、および３２の開始までの近位端として画定される、ガイドワイヤ１３、
１４、および１５の近位区画上のみにＰＴＦＥコーティングを有し、管外被の内側または
カテーテルの内側の摩擦を低減させることが有用であり得る。ある区画、例えば、テーパ
部３０、３１、および３２と先端４０、４１、および４２との間に画定される区域に、親
水性コーティングまたは同等物を添加することが有用であり得る。逆に言えば、本遠位域
にコーティングを有していないことは、カテーテルおよび同等物の挿入等、ガイドワイヤ
の近位操作が達成される間、体腔内の定位置に維持するのを補助するために有用であり得
る。
【００３８】
　図３および図４は、本発明のさらなる実施形態を示し、ガイドワイヤは、管状外被内に
ない状態で提供される。カテーテルとガイドワイヤとの間により多くの隙間を提供する、
急峻な湾曲における摩擦係合を完全に回避する、または若干より大きなガイドワイヤを使
用するため等、ある理由から、外被を伴わずに、ガイドワイヤを使用することが望ましい
場合がある。本特定の実施形態では、各ガイドワイヤは、一意の特性を有する。すなわち
、ガイドワイヤは、近位区画１３、１４、および１５における直径は類似するが、図３に
おける各テーパ部３０、３１、および３２では、異なる。これは、各ガイドワイヤに対し
て、一意の遷移可撓性を提供するであろう。図４では、各ガイドワイヤは、位置１３、１
４、１５において、類似近位直径、ならびに類似テーパ部３０、３１、および３２を有す
るが、各テーパ部は、遠位先端４０、４１、および４２に対して、異なる位置から開始す
る。
【００３９】
　図５および図６は、さらなる本発明の実施形態を示し、可変幾何学形状の複数のガイド
ワイヤが、管状外被の内側の異なる位置に留置される。図５では、若干、異なる近位長の
ガイドワイヤが、テーパ部３０および３１が重複し、先端４０および４１が、異なる位置
にあるように位置付けられる。図６では、可変幾何学形状の複数のガイドワイヤが、外被
の内側に示される。本実施形態では、ガイドワイヤ１０の近位端１５は、ガイドワイヤ１
１より直径が大きく、テーパ部３２は、ガイドワイヤ１１のテーパ部３１と異なる位置か
ら開始する。近位ガイドワイヤ直径の差異は、類似近位直径の２つのガイドワイヤと比較
して、異なる可撓性を与えるであろう。また、異なる場所にテーパ部を有することもまた
、図５と比較して、異なる遠位可撓性を生成するであろう。さらに、各ガイドワイヤは、
図５における近位位置１４および１５または図６における１４および１５からガイドワイ
ヤを操作することによって、軸方向に再位置付けされ、可撓性特性を完全にカスタマイズ
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することができることを理解されたい。
【００４０】
　図７および図８は、本発明の別の実施形態を示し、複数の並列ガイドワイヤ１０および
１１が、管状外被１８の内側にあって、１つのガイドワイヤは、幾何学形状が、図７に示
されるように、外被口部１７の外側にあるとき、ガイドワイヤが、軸方向および半径方向
に容易に移動するように、拡大された幾何学形状７０を有する。拡大された幾何学形状７
０が、外被１８の遠位口部１７の内側で押勢される様式において、ガイドワイヤ１０が移
動されると、幾何学形状は、複数のガイドワイヤを外被１８の表面の内側に可逆的に対し
て押し込める。本特徴は、ガイドワイヤの位置を保持する、または全体としてシステムを
操作することを容易にするために、システムを定位置に可逆的に係止するために使用され
ることができる。
【００４１】
　図９は、管外被１８に取り外し可能に取り付けられる、近位ガイドワイヤ管理ツール８
０を含む、本発明の例示的実施形態の斜視図を示す。ツール８０は、ツールをカテーテル
または他のデバイスの近位端に接続するために使用されることができる、ルアー嵌合８４
を有することができる。さらに、ツールは、使用されるガイドワイヤの数に一致する複数
の把持スロット８０、８１、８２を有することができ、これらのスロットは、ガイドワイ
ヤ１０、１１、１２を拡散させ、したがって、識別および操作を容易にする様式において
、ツール上に配列されることができる。これらのラインに従って、ガイドワイヤ自体が、
着色される、または各ガイドワイヤを相互から明確にするために識別マークを有すること
ができる。さらに、Ｘ線蛍光透視下にある間、各ガイドワイヤを識別するための異なる特
性を有するであろう、放射線不透過性マーカーが、ガイドワイヤの遠位端上に留置される
ことができる。これらのマーカーの実施例は、各ガイドワイヤに特定の異なる長さおよび
数の金または白金バンドである。
【００４２】
　図１０は、図９に説明される、並列ガイドワイヤ管理システムおよびガイドワイヤの実
施形態を示すが、加えて、イントロデューサーの漏斗９８内に挿入することによって、複
数のガイドワイヤ１３、１４、および１５の遠位端を捕捉するために追加および使用され
ることができる、ピールアウェイイントロデューサー９４を示す。事前に画定された裂け
目または切れ目９６が、イントロデューサー上に提供される。イントロデューサーは、典
型的には、ガイドワイヤが、裂け目内に押勢されるように把持および引張されると、裂け
目が、イントロデューサーの端部まで継続するように押勢され、破壊され得るように、軟
性プラスチックから作製される。これは、イントロデューサーが、例えば、遠位ガイドワ
イヤ端１３、１４、１５をカテーテル１００の端部内に挿入するために使用された後に行
なわれるであろう。カテーテルが、近位ガイドワイヤ上に装填されると、ガイドワイヤ管
理ツール８０を除去することが望ましいであろう。ツールを管外被１８から分離するため
の手段が提供されることができ、例えば、外被が、ポリイミド等の薄いプラスチックから
作製される場合、切り欠き９０が、捻転力が印加される場合、破壊するであろうように十
分に外被を脆弱化するために提供されることができる。ガイドワイヤがルアーの中心から
外側に移動されるための障害物がない経路を提供するであろう、薄い切り欠きもまた、ル
アー嵌合８４内に提供され得る。したがって、管理ツール８０は、切り欠き９０が破壊さ
れると、ガイドワイヤから側方に除去され得る。代替として、ガイドワイヤ管理ツールお
よび管類外被は、ピールアウェイイントロデューサーを使用し、遠位ガイドワイヤをカテ
ーテル内に挿入するのに先立って、完全に除去され得る。続いて、カテーテルは、ガイド
ワイヤが、カテーテル近位端１０２から出射し、次いで、ガイドワイヤに対して制御され
た様式を用いて、所望の体腔内に前進されるまで、ガイドワイヤを経由して挿入されるこ
とができる。
【００４３】
　図１１は、本発明の利点が有用となるであろう臨床シナリオにおける、本発明の実施形
態の使用の実施例を示す。本特定の提示では、並列ガイドワイヤ１０および１１の遠位端
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は、頸動脈２０９内に留置されている。頸動脈３００の起始部は、上行大動脈２０１の上
方から始まる、または派生し、この場合、典型的アクセスガイドワイヤが横断することが
困難な角度を生成する。その頸動脈の治療を必要とする多くの高齢患者は、ＩＩＩ型大動
脈弓として標識される、本タイプの困難な角度を有する。Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｉｎｖ
ａｓｉｖｅ　Ｃａｒｄｉｏｌｏｇｙ（２００８年６月）「Ｐｒｅｄｉｃｔｏｒｓ　ｏｆ　
Ｄｉｆｆｉｃｕｌｔ　Ｃａｒｏｔｉｄ　Ｓｔｅｎｔｉｎｇ　ａｓ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ
　ｂｙ　Ａｏｒｔｉｃ　Ａｒｃｈ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ」においてＭａｄｈｗａｌ、
他によって発表された記事では、Ｍａｄｈｗａｌは、４８の頸動脈ステント挿入例の母集
団において、５０％の困難な例の発生率（そのうち、２０．８％は、頸動脈からの角張っ
た派生部を有していた）が、４．３％の容易な例の母集団と比較して、角張った派生部を
有していたことを報告している。これらの困難な例では、平均蛍光透視Ｘ線時間は、容易
な例に対する１９．１分と比較して、５８．１分であった。このような困難な例では、並
列ガイドワイヤシステムの使用の方法として、カテーテル１００が、アクセスシース１１
０を通して、血管系内に挿入され、動脈２０３の派生部まで前進され、次いで、各ガイド
ワイヤが、所望の位置２０９内に前進されるであろう。各ガイドワイヤは、比較的に小さ
いため、カテーテル１０１の遠位端は、ガイドワイヤ前進の間、有意に移動されない。各
ガイドワイヤが、適切に位置付けられると、近位ガイドワイヤ管理ツール８０が、除去さ
れ、カテーテル１００も、除去され、適切なシースが、ガイドワイヤを経由して、頸動脈
内に前進される。典型的には、本シースは、ステントとともに介入カテーテルを収容する
ことができる、より大きくかつより剛性のシース、例えば、６Ｆ　Ｃｏｏｋ　Ｂａｌｋａ
ｎシースである。非常に剛性のシースを示されるような角度付けられた血管系内に前進さ
せるとき、シースが、非常に剛性であって、ガイドワイヤを定位置から押勢し得るという
ことから、困難な状況に遭遇し得る。これは、脈管内に遠位に留置されたいくつかのガイ
ドワイヤが、脈管に対する総表面積によって、ガイドワイヤが定位置に留まり、シースが
、脈管からの派生部内にガイドワイヤを追従させることができるような十分な摩擦を生成
するという本発明の付加的利点を提示する。シースが定位置に来ると、並列ガイドワイヤ
は、全部または全部のうち１つを残して、除去されることができ、次いで、付加的ガイド
ワイヤおよび介入カテーテルまたは同等物が、治療目的のために、シースを通して前進さ
れることができる。
【００４４】
　図１２および１３は、前述の特徴のうちのいくつかをより詳細に示す。図１２では、Ｃ
ｏｏｋ　Ａｍｐｌａｔｚ　ＥｘｔｒａＳｔｉｆｆ等の典型的最先端の剛性ガイドワイヤの
使用の問題が、示されており、そこでは、カテーテル１００が、最初に、角張った動脈の
派生部に留置され、剛性ガイドワイヤ４００が、カテーテルを通して前進され、遠位脈管
２００に進入するように試みられる。ある程度の抵抗が、ガイドワイヤの遠位可撓性部分
４０１によって被られると、近位ガイドワイヤ４００は、あまりに剛性であるため、曲が
り角の周囲を前進することができず、ガイドワイヤは、遠位カテーテル１０１を直線化す
るように押勢し、組み合わせられたガイドワイヤおよび遠位カテーテルは、外れるか、ま
たは脱出する。図１３に示されるように、いくつかのより小さなガイドワイヤ１０、１１
、１２は、個々に前進させることによって、本問題を克服し、各ガイドワイヤは、脱出を
生じさせることなく、前進させるために十分に可撓性である。並列ガイドワイヤが全て、
定位置に来ると、ガイドワイヤを定位置に係留し、他のシースまたはデバイスの前進を支
持するために十分なガイドワイヤの摩擦が、脈管壁２２０に対して存在する。２つ以上の
ガイドワイヤが、脈管内に留置されると、遠位ガイドワイヤが、単一ガイドワイヤより多
くの表面積を有し、したがって、単一ガイドワイヤより脈管に対してより多くの摩擦を有
し、これは、ガイドワイヤを経由してカテーテルを操作するとき、ガイドワイヤを徐々に
動かすことが必要なときに有用であるということから、これは、再び、最先端のガイドワ
イヤと比較して、本発明の利点を強調する。しかし、各ガイドワイヤは、各ガイドワイヤ
の留置の際、個々に操作されるときは、低摩擦を有する。
【００４５】
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　次に、図１４－１７を参照すると、本発明の原理を採用する、さらなる例示的ガイドワ
イヤシステム４００が、説明される。図１４に最も良く見られる、ガイドワイヤシステム
４００は、ガイドワイヤ外被４０２、第１のガイドワイヤ４０４、第２のガイドワイヤ４
０６、第３のガイドワイヤ４０８、およびハンドル４１０を備えている。ガイドワイヤ外
被４０２は、コネクタハブ４１２をその近位端に含み、概して、その全長に沿って、特に
、その遠位領域にわたって、管状体の直径を増加させるであろう、バルーンおよび他の特
徴等、突出構造から遊離する管状体を備えている。通常、管状体は、外径範囲０．０３４
インチ～０．０４２インチと、内側管腔直径範囲０．０３インチ～０．０３８インチを有
するであろう。コネクタハブ４１２は、任意の従来の構造を有し得るが、典型的には、一
般に、カテーテルおよび医療デバイスにおいて使用される、ルアーおよび他のコネクタタ
イプであろう。
【００４６】
　ハンドル４１０は、典型的には、遠位コネクタ４１４をその遠位端に伴う、Ｕ形状体ま
たは構造を有するであろう。遠位コネクタ４１４は、ガイドワイヤ外被４０２上のコネク
タハブ４１２に切り離し可能に取り付くように意図され、したがって、典型的には、ガイ
ドワイヤ外被上のルアーと一致する、ルアーコネクタであろう。ハンドル４１０は、随意
に、同様に、通常、遠位端にあって、遠位コネクタ４１４に隣接する、Ｔｏｕｈｙ　Ｂｏ
ｒｓｔ弁４１６をさらに含むであろう。Ｔｏｕｈｙ　Ｂｏｒｓｔ弁４１６は、流体コネク
タライン４２０およびハブ４２２を有し、放射線造影剤源等の流体源への弁４１６および
コネクタ４１４の接続を可能にする。このように、無線造影剤および他の流体は、ここお
よび以下に説明されるプロトコルの間、種々の従来の目的のために、ガイドワイヤ外被４
０２におよびそれを通して、送達され得る。
【００４７】
　ハンドル４１０はまた、ガイドワイヤ４０４、４０６、および４０８のそれぞれを取り
外し可能に受け取る、複数の湾曲スロット４１９（図１７）を含む、近位部材４１７を有
する。湾曲スロット構造は、摩擦によって、ガイドワイヤをスロット内に保定し、一時的
または恒久的に、それらをハンドルから除去することを所望するとき、ガイドワイヤの容
易な切り離しおよび交換を可能にする。
【００４８】
　取り外し可能リテーナ４１８は、ガイドワイヤ外被４０２のコネクタハブ４１２と、ガ
イドワイヤ４０４、４０６、および４０８のそれぞれの遠位領域の両方に切り離し可能に
固着される。リテーナ４１４が、図１４に示されるように、定位置にあるとき、ガイドワ
イヤは、以下により詳細に説明されるように、ガイドワイヤが、診断カテーテルに導入さ
れるにつれて、定位置に保持されるであろうように、ガイドワイヤ外被４０２に対して不
動化されるであろう。リテーナ４１８が、図１５および図１７に示されるように、切り離
されると、ガイドワイヤは、ガイドワイヤ外被４０２に対して自由に移動可能であって、
任意の所与のガイドワイヤが、ハンドル４１０から切り離されると、外被を通して、個々
に前進され得る。トルカ４２６は、ガイドワイヤ４０４、４０６、および４０８のそれぞ
れに取り外し可能に取り付けられ、ハンドルから切り離されると、ガイドワイヤの操作を
補助する。
【００４９】
　図１６および１７に示されるように、ガイドワイヤ外被４０２のコネクタハブ４１２は
、以下により詳細に説明されるように、ガイドワイヤ外被４０２が、診断カテーテルの管
腔内に挿入されると、診断カテーテル４２４の近位ハブ４２８に取り付けられ得る。
【００５０】
　図１７に示されるように、第１のガイドワイヤ４０４は、ハンドル１０のスロット４１
９ａから切り離され得、トルカ４２６は、ガイドワイヤ４０４が、診断カテーテルの遠位
端４２５から出射するように、ガイドワイヤ外被４０２および診断カテーテル４２４の両
方を通して、ガイドワイヤを前進させるために利用され得る。ガイドワイヤ４０６および
４０８もそれぞれ、同様に、ハンドル４１０から切り離され、ガイドワイヤ外被４０２お
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よび診断カテーテル４２４を通して前進され、並列に位置し、進入場所から標的領域まで
追跡するための継続的レールを提供するように、全３つのガイドワイヤを標的領域まで前
進させてもよいことを理解されるであろう。ガイドワイヤ４０４、４０６、および４０８
が、そのように位置付けられると、診断カテーテル４２４およびガイドワイヤ外被４０２
は、便宜的に、ハンドル４１０を使用して、ワイヤを経由して、同時に除去され得る。ワ
イヤは、通常、患者の外側に位置するワイヤの部分が、ガイドワイヤ外被４０２の長さよ
り長く、常時、診断カテーテル４２４およびガイドワイヤ外被４０２が除去されるにつれ
て、アクセス可能なガイドワイヤの一部が存在するように、十分に長いであろう。
【００５１】
　ガイドワイヤシステム４００はまた、図１４に示されるように、ガイドワイヤレース４
３０を含む。ガイドワイヤの近位端を管理するための他の好適な手段もまた、利用され得
る。
【００５２】
　次に、図１８Ａから１８Ｅを参照して、腹部大動脈動脈瘤ＡＡＡ内のステントグラフト
アセンブリの対側脚の留置が、説明される。図１８Ａに示されるように、ステントグラフ
トＳＧの主要本体は、動脈瘤ＡＡＡの上方の大動脈と右腸骨動脈ＲＩとの間に留置されて
いる。開口部または入口Ｇが、ステントグラフト内に存在し、左腸骨動脈ＬＩ内に延在す
るであろう、対側脚と称される、短いステントグラフト部分を受け取るように意図される
。最初に、診断カテーテル４２４が、概して従来の様式において、左大腿動脈ＬＦに進入
する、シースＳを通して留置される。
【００５３】
　ステントグラフトの対側脚を導入するために、一対のガイドワイヤ４４０および４４２
（図１８Ｂから１８Ｄ）が、本発明のガイドワイヤ留置システムを使用して、留置される
であろう。最初に、図１８Ｂに示されるように、ガイドワイヤ外被４０２が、診断カテー
テル４２４の管腔内に導入され、ガイドワイヤ外被のコネクタハブ４１２が、診断カテー
テル４２４の近位ハブ４２８に接続される。本図では、ガイドワイヤ外被４０２の本体は
、診断カテーテル４２４の管腔内に全体的に位置するため、可視ではない。ワイヤ４４０
および４４２は、コネクタハブ４１２から近位に延在し、リテーナ４１８（図１４）は、
ワイヤが自由に移動するように、除去されている。
【００５４】
　ワイヤ４０４、４０６、および４０８は、次いで、ハンドル上の遠位コネクタ４１４が
、ガイドワイヤ外被４０２上のコネクタハブ４１２に到達し、そこに接続するまで、ハン
ドル４１０を使用して、同時に前進される。また、図１８Ｃに示されるように、ワイヤ４
４０および４４２は、ハンドル１０上のスロット４１９（図１６）から切り離されており
、ワイヤは、ステントグラフトＳＧの中心を通して、腹部大動脈動脈瘤ＡＡＡの上方の大
動脈内に延在するまで、個々に、前進される。ワイヤが、ステントグラフトを越えて前進
されると、ワイヤのうちの少なくとも１つ上の放射線不透過性マーカーが、ワイヤの留置
が確認され得るように観察され得る。
【００５５】
　ワイヤ４４０および４４２の留置が確認されると、ガイドワイヤ外被４０２および診断
カテーテル４２４は、ワイヤを経由して、それらを抜去するために、便宜的に、ハンドル
４０２を使用して、除去され得る。ワイヤは、次いで、図１８Ｄに示されるように、ステ
ントグラフトＳＧの入口Ｇを通して、ステント送達カテーテル４６０を導入するために利
用可能となる。送達カテーテル４６０は、種々の従来のカテーテルの任意の１つであって
もよく、特に、図１８Ｅに示されるように、入口Ｇおよび左腸骨動脈ＬＩの上端内に拡張
するように、自己拡張式対側脚ＣＬを解放するであろう。対側脚が留置されると、カテー
テル４６０およびガイドワイヤは、除去され得、ステントグラフト埋込の他の部分が、行
なわれ得る。
【００５６】
　本発明のガイドワイヤシステムのさらなる代替構造が、図１９Ａおよび１９Ｂに示され
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る。ガイドワイヤシステム５００は、ルアーコネクタ５０４をその近位端に伴う管状体５
０３を有する、ガイドワイヤ外被５０２を含む。Ｔｏｕｈｙ　Ｂｏｒｓｔコネクタ５０６
は、ルアーコネクタ５０４に取り付けられ、通常、ガイドワイヤ外被５０２を通して、造
影剤または他の流体を産生するためのコネクタポート５２０を有する、流体コネクタまた
は管５１８を含むであろう。ガイドワイヤシステム５００は、前述の実施形態と同様に、
ハンドルと併用されるように意図されない。この理由から、流体コネクタ５１８およびポ
ート５２０は、直接、ルアーに添着される、Ｔｏｕｈｙ　Ｂｏｒｓｔ上に提供される。
【００５７】
　第１のガイドワイヤ５０８および第２のガイドワイヤ５１０は、部分的に、ガイドワイ
ヤ外被５０２の管状体５０３内に前進されるように図示される。随意に、ガイドワイヤリ
テーナ（図示されないが、前述で例証されたリテーナ４１８に類似する）は、ガイドワイ
ヤ５０８および５１０をＴｏｕｈｙ　Ｂｏｒｓｔコネクタ５０６および／またはルアー５
０４上に不動化するために提供され得る。第１のトルカ５１２および第２のトルカ５１４
は、それぞれ、第１のガイドワイヤ５０８および第２のガイドワイヤ５１０上に搭載され
るように示され、随意に、ガイドワイヤ収容体５１６が、図１９Ｂに示されるように、採
用され得る。図１９Ａおよび１９Ｂに示されるように、ガイドワイヤシステム５００は、
診断または他の以前に位置付けられたカテーテル内およびそれを通して、前進されるよう
に準備ができている。定位置に来ると、ガイドワイヤ５０８および５１０は、図１８Ａ－
１８Ｅを参照して前述のものと類似する様式において、個々にまたは同時に、患者内に前
進され得る。
【００５８】
　具体的解剖学的状況が、本明細書に説明されるが、本発明が有用性を有する、多くの他
の体腔対象が存在することは、当業者に明白であるはずである。また、本発明の具体的実
施例が、開示されるが、本発明は、これらの説明に限定されず、本発明の基本パラメータ
内に包含および想定され得る、管外被内に封入されるかどうかにかかわらず、類似または
異なる幾何学形状の並列ガイドワイヤを使用する基本概念から生成され得る、本発明の多
くの変形例が存在することは、明白であるはずである。
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