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(57)【要約】
【課題】穿刺具と接続して血管内にガイドワイヤーを挿
入する際、穿刺具のハブ内でガイドワイヤーがキンクす
ることを防止できると共に、挿入操作がしやすいガイド
ワイヤー供給具を提供する。
【解決手段】穿刺具２００に接続してガイドワイヤーＧ
Ｗを血管内に挿入するガイドワイヤー供給具１において
、ガイドワイヤーＧＷを収納するガイドワイヤー収納部
２と、ガイドワイヤー収納部２から送り出されたガイド
ワイヤーＧＷが挿通する貫通孔４が形成され、貫通孔４
の出口４ａからガイドワイヤーＧＷが送り出される本体
部５を有すると共に、穿刺具２００と接続する接続部６
を有するガイドワイヤー導入部３とを備え、接続部６が
、穿刺具２００の内腔と液密に嵌合する傾斜面が形成さ
れた嵌合傾斜部１１と、嵌合傾斜部１１から突出する突
出部１２とを有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺具に接続してガイドワイヤーを血管内に挿入するガイドワイヤー供給具において、
　前記ガイドワイヤーを収納するガイドワイヤー収納部と、
　前記ガイドワイヤー収納部から送り出されたガイドワイヤーが挿通する貫通孔が形成さ
れ、前記貫通孔の出口から前記ガイドワイヤーが送り出される本体部を有すると共に、前
記本体部の前記出口側に形成され、前記穿刺具と接続する接続部を有するガイドワイヤー
導入部とを備え、
　前記接続部が、前記穿刺具の内腔と液密に嵌合する傾斜面が形成された嵌合傾斜部と、
前記嵌合傾斜部から突出する突出部とを有することを特徴とするガイドワイヤー供給具。
【請求項２】
　前記突出部が、前記嵌合傾斜部から傾斜して突出する突出傾斜部を有することを特徴と
する請求項１に記載のガイドワイヤー供給具。
【請求項３】
　前記突出部が、前記嵌合傾斜部に連続して縮径する段差部をさらに有し、前記段差部に
連続して前記突出傾斜部が形成されていることを特徴とする請求項２に記載のガイドワイ
ヤー供給具。
【請求項４】
　前記突出部が、前記嵌合傾斜部に連続して縮径する段差部と、前記段差部に連続して前
記嵌合傾斜部の軸線に沿って同径で突出する突出延長部とを有することを特徴とする請求
項１に記載のガイドワイヤー供給具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、穿刺具と接続してガイドワイヤーを血管内に挿入するためのガイドワイヤー
供給具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、穿刺具と接続して血管内にガイドワイヤーを挿入するガイドワイヤー供給具とし
て、特許文献１では以下の構成を有するガイドワイヤー挿入補助具が記載されている。
　図５に示すように、ガイドワイヤー挿入補助具１０１は、円錐状の案内部１０４と筒状
の挿入部１０５とからなり、その軸方向の中心部にガイドワイヤーＧＷを挿通する貫通孔
が設けられたストレートナー１０３と、ガイドワイヤーＧＷを収納する略円環状に巻かれ
たチューブからなるディスペンサー１０２とを備えている。
【０００３】
　また、図６に示すように、ガイドワイヤー挿入補助具１１１は、ガイドワイヤーＧＷを
収納する渦巻状に巻かれたチューブからなるディスペンサー１１２と、ガイドワイヤーＧ
Ｗが摺接する本体１１４と、本体１１４の一端に設けられ先端部が縮径されて開口した円
筒状のワイヤー支持部１１５と、本体１１４の他端に設けられたディスペンサー１１２の
端部を支持する円筒状のディスペンサー支持部１１６とを備え、本体１１４は、そのほぼ
中心部から下方に円弧状に突出した腕部１１７を備え、腕部１１７の先端部にはディスペ
ンサー１１２を保持する保持部１１８を備える。
【０００４】
　そして、血管内にガイドワイヤーＧＷを挿入する一連の作業は以下の手順で行われる。
まず、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、穿刺具２００のハブ２０１の先端部に固定され
た穿刺針２０２を患者（人体）の所定の部位に穿刺して、ガイドワイヤーＧＷを挿入する
血管を確保する（図示せず）。次に、ガイドワイヤー挿入補助具１０１のストレートナー
１０３（案内部１０４）、または、ガイドワイヤー挿入補助具１１１のワイヤー支持部１
１５を、穿刺具２００のハブ２０１の内腔２０３内に挿入する。次に、ガイドワイヤーＧ
Ｗを手指で把持して、ストレートナー１０３（案内部１０４）、または、ワイヤー支持部
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１１５から内腔２０３内に押し出し、さらに穿刺針２０２内へガイドワイヤーＧＷを前進
させて、穿刺針２０２を介して血管内にガイドワイヤーＧＷを挿入する。
【特許文献１】実用新案登録第２６０１１５５号公報（段落０００２、０００９、図３、
図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のガイドワイヤー挿入補助具１０１、１１１においては、案内部１
０４、または、ワイヤー支持部１１５の先端部が、ハブ２０１の内腔２０３と液密に嵌合
する傾斜部を有していない。すなわち、内腔２０３に形成されている傾斜面２０３ａ（通
常は、ルアーテーパーで、その勾配は６／１００である）に嵌合する傾斜部を有していな
い。そのため、案内部１０４、または、ワイヤー支持部１１５をハブ２０１内に挿入した
際、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、内腔２０３内に大きなデッドスペースが形成され
やすい。また、血管内に挿入されるガイドワイヤーＧＷは、その先端部が、例えば、Ｊ型
に湾曲したものが使用され、案内部１０４、または、ワイヤー支持部１１５の貫通孔１０
４ａ、１１５ａ内では、先端部はストレート形状に矯正されている。そして、ガイドワイ
ヤーＧＷが内腔２０３内に押出されると、内腔２０３内に形成された大きなデッドスペー
スによって、ストレート形状に矯正されていた先端部がＪ型に復元し、ガイドワイヤーＧ
Ｗが内腔２０３内でキンクするという問題があった。
【０００６】
　また、ストレートナー１０３（案内部１０４）、または、ワイヤー支持部１１５とハブ
２０１とが嵌合していないため、ガイドワイヤーＧＷの前進操作を確実に行うためには、
両者を両手で保持して作業を行う必要があった。その結果、両手操作が必須となって、操
作性が悪いという問題もあった。
【０００７】
　本発明は前記の問題を鑑みてなされたもので、穿刺具と接続して血管内にガイドワイヤ
ーを挿入する際、穿刺具のハブ内でガイドワイヤーがキンクすることを防止できると共に
、挿入操作がしやすいガイドワイヤー供給具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に係るガイドワイヤー供給具は、穿刺具
に接続してガイドワイヤーを血管内に挿入するガイドワイヤー供給具において、前記ガイ
ドワイヤーを収納するガイドワイヤー収納部と、前記ガイドワイヤー収納部から送り出さ
れたガイドワイヤーが挿通する貫通孔が形成され、前記貫通孔の出口から前記ガイドワイ
ヤーが送り出される本体部を有すると共に、前記本体部の前記出口側に形成され、前記穿
刺具と接続する接続部を有するガイドワイヤー導入部とを備え、前記接続部が、前記穿刺
具の内腔と液密に嵌合する傾斜面が形成された嵌合傾斜部と、前記嵌合傾斜部から突出す
る突出部とを有することを特徴とする。
【０００９】
　前記構成によれば、ガイドワイヤー導入部が、ガイドワイヤーを挿通する貫通孔が形成
された本体部の貫通孔の出口側に穿刺具と接続する接続部を有し、その接続部が嵌合傾斜
部と、嵌合傾斜部から突出する突出部とを有することによって、穿刺具と接続した際に穿
刺具の内腔内に形成されるデッドスペースが小さくなり、突出部から押し出されたガイド
ワイヤーの先端部が湾曲形状（例えば、Ｊ型）に復元することを防止できる。その結果、
本体部の貫通孔によって矯正されたストレート形状を保ちながら、ガイドワイヤーを内腔
内で前進させやすくなる。また、穿刺具の内腔と液密に嵌合する傾斜面が形成された嵌合
傾斜部を有することによって、ガイドワイヤー導入部の穿刺具への接続が確実なものとな
り、ガイドワイヤーの穿刺具内への挿入操作を片手で行うことが可能となる。
【００１０】
　本発明の請求項２に係るガイドワイヤー供給具は、前記突出部が、前記嵌合傾斜部から
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傾斜して突出する突出傾斜部を有することを特徴とする。
【００１１】
　前記構成によれば、突出部が、嵌合傾斜部から傾斜して突出する突出傾斜部を有するこ
とによって、嵌合傾斜部の傾斜面を加工するだけで突出傾斜部を形成することができ、突
出傾斜部の作製に手間がかからない。
【００１２】
　本発明の請求項３に係るガイドワイヤー供給具は、前記突出部が、前記嵌合傾斜部に連
続して縮径する段差部をさらに有し、前記段差部に連続して前記突出傾斜部が形成されて
いることを特徴とする。
【００１３】
　前記構成によれば、突出部が、嵌合傾斜部に連続する段差部をさらに有することによっ
て、内腔内に突出する突出部の長さが長くなる。それにより、ガイドワイヤーの先端部が
ストレート形状を保ちやすくなり、ガイドワイヤーを内腔内でより一層前進させやすくな
る。
【００１４】
　本発明の請求項４に係るガイドワイヤー供給具は、前記突出部が、前記嵌合傾斜部に連
続して縮径する段差部と、前記段差部に連続して前記嵌合傾斜部の軸線に沿って同径で突
出する突出延長部とを有することを特徴とする。
【００１５】
　前記構成によれば、突出部が、段差部と、段差部に連続する突出延長部とを有すること
によって、内腔内に突出する突出部の長さが長くなる。それにより、ガイドワイヤーの先
端部がストレート形状を保ちやすくなり、ガイドワイヤーを内腔内でより一層前進させや
すくなる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るガイドワイヤー供給具によれば、穿刺具と接続して血管内にガイドワイヤ
ーを挿入する際、穿刺具のハブ内でガイドワイヤーがキンクすることを防止できると共に
、挿入操作がしやすいものとなる。
【００１７】
　また、ガイドワイヤー供給具を構成するガイドワイヤー導入部において、嵌合傾斜部か
ら突出する突出部が、突出傾斜部、段差部および突出傾斜部、または、段差部および突出
延長部を有することによって、穿刺具のハブ内でガイドワイヤーがキンクすることをより
一層防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
　図１は本発明に係るガイドワイヤー供給具の側面図、図２（ａ）はガイドワイヤー挿入
の際のガイドワイヤー供給具の一部破断側面図、（ｂ）は接続部の一部拡大側面図である
。なお、図２（ａ）において、ガイドワイヤー収納部の記載は省略した。
【００１９】
＜ガイドワイヤー供給具＞
　図１に示すように、本発明に係るガイドワイヤー供給具１は、穿刺具２００に接続して
ガイドワイヤーＧＷを血管内に挿入するための器具（装置）である。そして、ガイドワイ
ヤー供給具１は、ガイドワイヤー収納部２と、ガイドワイヤー導入部３とを備える。
【００２０】
　なお、ガイドワイヤー供給具１が接続される穿刺具２００としては、患者（人体）の所
定の部位に穿刺して、ガイドワイヤーＧＷが挿入される血管を確保するための穿刺針２０
２と、穿刺針２０２を固定すると共に、ガイドワイヤー供給具１を接続（挿入）するため
の内腔が形成されたハブ２０１とからなる。しかしながら、穿刺具２００は、ガイドワイ
ヤーＧＷが挿入される血管が確保できれば、図１の形態に特定されない。
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【００２１】
（ガイドワイヤー収納部）
　ガイドワイヤー収納部２は、ガイドワイヤーＧＷが収納（挿入）される可撓性を有する
チューブ（管状体）２ａを有しており、チューブ２ａは、渦巻状に巻かれ、束ねられてい
る。また、図示しないが、ガイドワイヤー収納部２は、らせん状に巻かれ、束ねられてい
るチューブ２ａであってもよい。または前記チューブの巻き数（巻き量）は、特に限定さ
れず、血管内に挿入されるガイドワイヤーＧＷの長さに対応して適宜設定する。
【００２２】
（ガイドワイヤー導入部）
　ガイドワイヤー導入部３は、本体部５と、その本体部５に形成される接続部６とを有す
る。本体部５は、ガイドワイヤー収納部２、または、後記する送り出し部９から送り出さ
れたガイドワイヤーＧＷが挿通する貫通孔４が軸方向に形成されたもので、例えば、円筒
体で構成されている。そして、貫通孔４の基端側の開口（入口）４ｂは、ガイドワイヤー
ＧＷの入口を構成する。また、貫通孔４の先端側の開口（出口）４ａは、ガイドワイヤー
ＧＷの出口を構成して、ガイドワイヤーを穿刺具２００に送り出す。そして、接続部６は
、本体部５の出口側に形成され、穿刺具２００（ハブ２０１）と接続する。
【００２３】
　接続部６は、嵌合傾斜部１１と、突出部１２とを有する。図２（ａ）、（ｂ）に示すよ
うに、嵌合傾斜部１１には、穿刺具２００（ハブ２０１）の内腔２０３と液密に嵌合する
傾斜面１１ａが形成されている。具体的には、傾斜面１１ａは、内腔２０３に形成された
傾斜面２０３ａと液密に嵌合している。そして、内腔２０３（ハブ２０１）の傾斜面２０
３ａとしては、一般的にはルアーテーパーが使用され、その勾配は６／１００である。こ
こで、（６／１００）とは、水平方向１００ｍｍに対して垂直方向に６ｍｍ上る勾配をい
う。したがって、嵌合傾斜部１１の傾斜面１１ａも、その勾配（θ１）として５／１００
～７／１００で形成されていることが好ましい。接続部６が、このような嵌合傾斜部１１
を有することにより、穿刺具２００と接続した際、穿刺具２００への接続が確実なものと
なると共に、内腔２０３内のデッドスペースが小さくなる。
【００２４】
　図２（ａ）、（ｂ）に示すように、突出部１２は、嵌合傾斜部１１から穿刺具２００の
内腔２０３内に突出するもので、嵌合傾斜部１１から傾斜して突出する突出傾斜部１３を
有することが好ましい。また、突出傾斜部１３は、例えば、円錐台形状に形成され、嵌合
傾斜部１１に連続して内腔２０３内に突出する傾斜面１３ａを有する。そして、突出傾斜
部１３の傾斜面１３ａは、その勾配（θ２）として、嵌合傾斜部１１（傾斜面１１ａ）の
勾配（θ１）より大きな勾配で形成されていることが好ましく、ハブ２０１（穿刺具２０
０）の内腔２０３の形状に対応して適宜設定され、例えば、６／１００～５０／１００で
ある。
【００２５】
　接続部６が、このような突出部１２を有することにより、穿刺具２００と接続した際、
内腔２０３内のデッドスペースが小さくなり、ガイドワイヤーＧＷの内腔２０３内での前
進操作がしやすくなる。
【００２６】
　図１に示すように、ガイドワイヤー導入部３は、本体部５の略中央部から下方に円弧状
に突設する腕部７と、その腕部７の先端部に、ガイドワイヤー収納部２を着脱自在に固定
する第１固定部８とを有してもよい。この第１固定部８により、本体部５は、第１固定部
８を介し、ガイドワイヤー収納部２に固定されると共に、ガイドワイヤー収納部２のチュ
ーブ２ａは、らせん状または渦巻状に巻かれ、束ねられた状態で、第１固定部８により保
持される。
【００２７】
　第１固定部８は、ガイドワイヤー収納部２（チューブ２ａ）を固定するための溝部（図
示せず）が形成されていることが好ましい。しかしながら、腕部７および第１固定部８は
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、ガイドワイヤー収納部２が固定できれば、図１の形状に特定されず、固定方法も溝部に
よる固定に限定されない。
【００２８】
　ガイドワイヤー導入部３は、ガイドワイヤー収納部２に収納されているガイドワイヤー
ＧＷを本体部５（貫通孔４の入口４ｂ）に送り出す送り出し部９を、本体部５と所定距離
離間して有してもよい。また、送り出し部９の下部には、第２固定部９ａが設けられてい
ることが好ましい。この第２固定部９ａにより、送り出し部９は、第２固定部９ａを介し
、ガイドワイヤー収納部２の本体部５（第１固定部８）と異なる個所に着脱自在に固定さ
れると共に、ガイドワイヤー収納部２のチューブ２ａは、らせん状または渦巻状に巻かれ
、束ねられた状態で、第２固定部９ａにより保持される。
【００２９】
　第２固定部９ａは、第１固定部８と同様に、ガイドワイヤー収納部２（チューブ２ａ）
を固定するための溝部（図示せず）が形成されていることが好ましい。しかしながら、ガ
イドワイヤー収納部２が固定できれば、固定方法は溝部による固定に限定されない。
【００３０】
　また、第１固定部８と第２固定部９ａとは、連結部１０により連結されていることが好
ましい。この連結部１０は、ガイドワイヤー収納部２の円弧と略同様の円弧状をなしてい
ることが好ましい。このような第１固定部８および第２固定部９ａを有することにより、
ガイドワイヤー導入部３がガイドワイヤー収納部２に固定され、穿刺具２００内または血
管内へガイドワイヤーＧＷを挿入する際、その操作性が向上する。
【００３１】
＜ガイドワイヤー供給具の使用方法＞
　次に、ガイドワイヤー供給具１の使用方法の一例（作用）について、図１、図２（ａ）
を参照して説明する。
【００３２】
　まず、図１に示すように、ガイドワイヤー収納部２からガイドワイヤーＧＷを手指等で
送り出し、送り出したガイドワイヤーＧＷの先端部の一部または全部を、ガイドワイヤー
導入部３の本体部５の貫通孔４内に位置させる。
【００３３】
　次いで、図示しないが、穿刺具２００の穿刺針２０２を患者（人体）の所定の部位に穿
刺し、その穿刺針２０２の針先を血管（静脈）内へ挿入する。そして、シリンジ等で血液
を吸引し、穿刺針２０２の針先が血管内に位置していることを確認する。
【００３４】
　次いで、図２（ａ）に示すように、ガイドワイヤー導入部３、すなわち、本体部５の接
続部６を、穿刺具２００のハブ２０１内に挿入する。そして、接続部６の嵌合傾斜部１１
と、ハブ２０１を嵌合させる。以上で準備作業を終了し、ガイドワイヤー供給具１が穿刺
具２００に接続された状態となる。
【００３５】
　次に、ガイドワイヤーＧＷを血管内へ挿入する操作を行う。すなわち、先端部を貫通孔
４内に位置させたガイドワイヤーＧＷの先端部以外の部分を手指等で把持する。そして、
ガイドワイヤーＧＷを血管方向へ送り出す。
【００３６】
　この際、接続部６が、嵌合傾斜部１１と、嵌合傾斜部１１から突出する突出部１２とを
有することによって、ハブ２０１の内腔の大部分が嵌合傾斜部１１および突出部１２で埋
められ、内腔内に形成されるデッドスペースが小さくなる。その結果、突出部１２から押
し出されたガイドワイヤーＧＷの先端部は、湾曲形状（例えば、Ｊ型）を復元することな
く、ストレート形状を保ちながら、ハブ２０１の内腔２０３内を前進する。そのため、内
腔２０３内でガイドワイヤーＧＷがキンクすることなく、穿刺針２０２の内腔内へ進む。
そして、穿刺針２０２の内腔を経て、穿刺針２０２の針先から突出し、血管内へ挿入され
る。
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【００３７】
　また、嵌合傾斜部１１（傾斜面１１ａ、図２（ｂ）参照）が内腔２０３の傾斜面２０３
ａと液密に嵌合しているため、ガイドワイヤー導入部３（本体部５）の穿刺具２００への
接続が確実なものとなり、ガイドワイヤーＧＷの穿刺具２００内、または、血管内への挿
入操作を片手で行うことが可能となる。
【００３８】
　次に、ガイドワイヤーＧＷを残したまま、穿刺針２０２を抜去し、ガイドワイヤーＧＷ
をガイドワイヤー導入部３（本体部５）から取り外して、ガイドワイヤーＧＷを血管内に
留置する。
【００３９】
　次に、ガイドワイヤーＧＷに沿って、図示しないカテーテルを血管内へ挿入する。次い
で、カテーテルを残したまま、ガイドワイヤーＧＷを抜去し、カテーテルを血管内へ留置
する。
【００４０】
＜ガイドワイヤー供給具の変形例＞
　次に、本発明に係るガイドワイヤー供給具の変形例について、図３（ａ）、（ｂ）、図
４を参照して説明する。図３（ａ）はガイドワイヤー供給具の変形例の一部破断側面図、
（ｂ）は接続部の一部拡大側面図、図４はガイドワイヤー供給具の他の変形例の一部破断
側面図である。なお、図３（ａ）、（ｂ）、図４において、ガイドワイヤー収納部は記載
を省略した。ここで、図２（ａ）、（ｂ）に記載したガイドワイヤー供給具１と同一の構
成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００４１】
　図３（ａ）、（ｂ）に示すように、ガイドワイヤー供給具１Ａは、ガイドワイヤー導入
部３の本体部５に形成された接続部６の突出部１２Ａの構成が、図１に記載されたガイド
ワイヤー供給具１（突出部１２）と異なる。すなわち、ガイドワイヤー供給具１Ａにおけ
る突出部１２Ａは、段差部１４と、突出傾斜部１３Ａとを有する。
【００４２】
　段差部１４は、接続部６の嵌合傾斜部１１（傾斜面１１ａ）に連続して形成され、その
外径を外径（Ｄ１）から外径（Ｄ２）に縮径して形成されたものである。外径（Ｄ１）は
、嵌合傾斜部１１の先端側の外径で傾斜面１１ａの勾配（θ１）によって設定され、外径
（Ｄ２）は、ハブ２０１（穿刺具２００）の内腔２０３の形状に対応して設定される。そ
して、外径（Ｄ２）は、例えば、外径（Ｄ１）の５０～９５％に設定される。
【００４３】
　突出傾斜部１３Ａは、段差部１４に連続して、例えば、円錐台形状に形成されるもので
、内腔２０３内に突出する傾斜面１３Ａａが形成されている。傾斜面１３Ａａの勾配（θ
３）は、ハブ２０１（穿刺具２００）の内腔２０３の形状に対応して適宜設定され、例え
ば、４／１００以下である。
【００４４】
　接続部６が、このような突出部１２Ａを有することにより、内腔２０３内に突出する突
出部１２Ａの長さが長くなる。その結果、穿刺具２００と接続した際、内腔２０３内のデ
ッドスペースが小さくなり、ガイドワイヤーＧＷの先端部が、ストレート形状を保ちやす
くなる。そして、ガイドワイヤーＧＷを内腔２０３内でより一層前進させやすくなる。
【００４５】
　図４に示すように、ガイドワイヤー供給具１Ｂは、ガイドワイヤー導入部３の本体部５
に形成された接続部６の突出部１２Ｂの構成が、図１に記載されたガイドワイヤー供給具
１（突出部１２）と異なる。すなわち、ガイドワイヤー供給具１Ｂにおける突出部１２Ｂ
は、段差部１４と、突出延長部１５とを有する。
【００４６】
　段差部１４は、前記ガイドワイヤー供給具１Ａと同様に、接続部６の嵌合傾斜部１１に
連続して形成され、その外径を外径（Ｄ１）から外径（Ｄ３）に縮径して形成される。ま
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て設定される。そして、外径（Ｄ３）は、後記する突出延長部１５の外径を規制するため
、例えば、外径（Ｄ１）の２５～７５％に設定される。
【００４７】
　突出延長部１５は、段差部１４に連続して、内腔２０３内に嵌合傾斜部１１の軸線に沿
って同径で突出し、例えば、円柱形状に形成される（通常、先端チーマン形状と呼ばれて
いる）。そして、突出延長部１５の外径は前記したように段差部１４によって設定される
。また、突出延長部１５の突出長さ（軸線方向の長さ）は、内腔２０３の形状に対応して
適宜設定される。
【００４８】
　接続部６が、このような突出部１２Ｂを有することにより、内腔２０３内に突出する突
出部１２Ｂの長さが長くなる。その結果、穿刺具２００と接続した際、内腔２０３内のデ
ッドスペースが小さくなり、ガイドワイヤーＧＷの先端部がストレート形状を保ちやすく
なる。そして、ガイドワイヤーＧＷを内腔２０３内でより一層前進させやすくなる。
【００４９】
　以上、本発明のガイドワイヤー供給具を、図示の実施形態に基づいて説明したが、本発
明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のも
のに置換することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係るガイドワイヤー供給具の側面図である。
【図２】（ａ）はガイドワイヤー挿入の際のガイドワイヤー供給具の一部破断側面図、（
ｂ）は接続部の一部拡大側面図である。
【図３】（ａ）は本発明に係るガイドワイヤー供給具の変形例の一部破断側面図、（ｂ）
は接続部の一部拡大側面図である。
【図４】本発明に係るガイドワイヤー供給具の変形例の一部破断側面図である。
【図５】従来のガイドワイヤー挿入補助具の側面図である。
【図６】従来のガイドワイヤー挿入補助具の側面図である。
【図７】ガイドワイヤー挿入の際のガイドワイヤー挿入補助具の一部破断側面図で、（ａ
）は図５のガイドワイヤー挿入補助具、（ｂ）は図６のガイドワイヤー挿入補助具である
。
【符号の説明】
【００５１】
　１　　　ガイドワイヤー供給具
　２　　　ガイドワイヤー収納部
　３　　　ガイドワイヤー導入部
　４　　　貫通孔
　４ａ　　出口
　４ｂ　　入口
　５　　　本体部
　６　　　接続部
　１１　　嵌合傾斜部
　１２　　突出部
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