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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基端部と、先端部と、少なくとも基端部から先端部へ延びる長手方向軸線とを有する管状
の本体と、前記本体の屈曲に対する可撓性を強化すべく本体に形成された複数のスロット
とからなる医療用具であって、同医療用具は、
　本体の少なくとも一部の内側に、本体の内周面を補強するためのポリマーからなる裏打
ち部材を有し、同裏打ち部材は少なくとも２つの層から形成され、裏打ち部材の外周面は
スロットの底面を構成することと、
　前記２つの層の間に配置された、裏打ち部材に対して崩れやねじれに対する抵抗力を付
与する耐崩壊構造と、
　前記本体と裏打ち部材との間おいて、長さ方向に延びて、裏打ち部材による本体の補強
を緩和させる断面環状をなす中空領域とをさらに有することとを特徴とする医療用具。
【請求項２】
前記耐崩壊構造はらせん状をなす請求項１に記載の医療用具。
【請求項３】
前記耐崩壊構造は環状をなす請求項１に記載の医療用具。
【請求項４】
前記耐崩壊構造は少なくとも１つのワイヤからなる請求項１乃至請求項３のいずれか一項
に記載の医療用具。
【請求項５】
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前記ワイヤはリボンワイヤである請求項４に記載の医療用具。
【請求項６】
耐崩壊構造は裏打ち部材に接合される請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の医療
用具。
【請求項７】
裏打ち部材は、耐崩壊構造から外方へ延びる少なくとも１つの波状部分を有する請求項１
乃至請求項６のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項８】
裏打ち部材は、耐崩壊構造から内方へ延びる少なくとも１つの波状部分を有する請求項１
乃至請求項６のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項９】
スロットは、本体の複数のセグメントを構成し、セグメントは軸線に沿って少なくとも部
分的にらせん形状を形成し、セグメントは、スロットによりらせん形状に沿って分離され
る請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項１０】
各スロットは２つの終端と１つの中間点を有し、セグメントは隣接するスロットの終端の
間において位置され、セグメントは、軸線方向において２つの隣接するスロットの中間点
の間において位置される請求項９に記載の医療用具。
【請求項１１】
軸線に沿って交互に位置されるセグントは、らせん形状を形成する請求項９又は請求項１
０に記載の医療用具。
【請求項１２】
各スロットは、少なくとも他の１つのスロットと線状をなし、セグメントは隣接して線状
をなすスロットの間に配置される請求項９乃至請求項１１のいずれか一項に記載の医療用
具。
【請求項１３】
各スロットは、少なくとも他の２つのスロットに平行に位置される請求項１乃至請求項１
２のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項１４】
スロットは複数のグループをなすように構成され、各スロットは軸線に対して直交する方
向に延び、グループの各スロットは、軸線を中心に等間隔に位置される請求項１乃至請求
項１３のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項１５】
前記グループの各スロットは、軸線に沿って同じ位置に配置される請求項１４に記載の医
療用具。
【請求項１６】
少なくとも前記複数のグループが２つのスロットからなる請求項１４又は請求項１５に記
載の医療用具。
【請求項１７】
少なくとも前記複数のグループが３つのスロットからなる請求項１４又は請求項１５に記
載の医療用具。
【請求項１８】
長手方向に隣接する各グループは、軸線に沿ってらせん状を形成する先のグループから、
軸線を中心にして回転される請求項１４乃至請求項１７のいずれか一項に記載の医療用具
。
【請求項１９】
１８０度を前記グループのスロットの数で割った角度とは異なる角度で回転され、その角
度は、０度よりも大きく、１０度よりも小さい角度である請求項１８に記載の医療用具。
【請求項２０】
前記本体は、ニチノールからなる請求項１乃至請求項１９のいずれか一項に記載の医療用
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具。
【請求項２１】
前記本体の内側に少なくとも部分的に配置された中央ワイヤをさらに有する請求項１乃至
請求項２０のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項２２】
中央ワイヤは本体の内側を摺動可能である請求項２１に記載の医療用具。
【請求項２３】
中央ワイヤは本体に装着されたコアワイヤである請求項２１に記載の医療用具。
【請求項２４】
中央ワイヤは、少なくとも１つの屈曲部を有する請求項２１乃至請求項２３のいずれか一
項に記載の医療用具。
【請求項２５】
カテーテルである請求項１乃至請求項２４のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項２６】
前記スロットは、丸い角を有する請求項１乃至請求項２５のいずれか一項に記載の医療用
具。
【請求項２７】
前記先端部は、実質的に放射線不透過性マーカを有する請求項１乃至請求項２６のいずれ
か一項に記載の医療用具。
【請求項２８】
ガイドワイヤである請求項１乃至請求項２７のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項２９】
管状の本体と同軸であるコイルをさらに有する請求項１乃至請求項２８のいずれか一項に
記載の医療用具。
【請求項３０】
前記スロットは、長手方向に異なる間隔で配置され、その間隔は基端部から先端部へ徐々
に減少される請求項１乃至請求項２９のいずれか一項に記載の医療用具。
【請求項３１】
前記スロットは、異なる深さを有し、その深さは基端部から先端部へ徐々に増加される請
求項１乃至請求項３０のいずれか一項に記載の医療用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体内で使用される医療用具、同用具の製造方法及び使用方法に関する。医療
用具は、例えば、カテーテル、ガイドワイヤ、或いはカテーテルとガイドワイヤとを合成
したものであってもよい。
【背景技術】
【０００２】
　カテーテルガイドワイヤは、カテーテルを動物や人間の体内の治療部位に「導く（ｌｅ
ａｄ）」或いは「案内する（ｇｕｉｄｅ）」ために使用されてきた。これは、体内管を通
して行われ、例えば、脈管系により構成された管腔を目的部位に進める。通常のガイドワ
イヤは、約１３５ｃｍ乃至１９５ｃｍの長さを有し、２つの主な要素、即ち、ステンレス
鋼からなる中実体のコアワイヤ及びプラチナ合金からなるコイルバネから形成されている
。コアワイヤは、可撓性を増加するために、先端部においてテーパされている。コイルバ
ネは、その先端部及びコイルバネの内径がコアワイヤの外径に一致する位置において、コ
アワイヤにハンダ付けされてもよい。プラチナがコイルバネ用に使用されてきたのは、体
内においてガイドワイヤに誘導される間に、良好なＸ線透視画像又は他の放射線画像を提
供でき、また、概ね生体適合性を有するためである。また、コイルバネは、ガイドワイヤ
の先端に対して柔軟性を付与するため、管腔壁に好ましくない穴をあけたり、管腔壁や他
の生体組織を損傷させたりする虞を減少できる。
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【０００３】
　上記したように、放射線画像を用いることにより、生体構造内をガイドワイヤにより誘
導することが可能となる。これは、造影剤を体内管に注入し、Ｘ線透視法又は他の同等の
方法を用いて、体内管内のガイドワイヤを観察することにより行われてもよい。ガイドワ
イヤは、所望の角度に湾曲又は屈曲された先端を有することにより、少し横に逸れること
もできる。ワイヤを回転させて、先端をガイドワイヤの軸線から選択された方向へ向ける
ことができ、ガイドワイヤの軸線を中心にして回転させる。幾つかの医療用具において、
カテーテルは、先端位置において造影剤を注入できるため、カテーテルやガイドワイヤに
より進められる管腔を画像化できる。画像化は、Ｘ線透視装置や他の装置により行われて
もよい。
【０００４】
　ガイドワイヤ即ちカテーテルは、脈管即ち導管からなる管腔内に挿入され、ガイドワイ
ヤの先端が目的の脈管や管腔の枝部に達するまで進められる。次に、使用者は、ガイドワ
イヤの基端を回転させることにより、湾曲した先端を回転させ所望の管腔の枝部へ向け、
管腔の枝部を通って医療用具を生体構造内へさらに進めることができる。カテーテルは、
ガイドワイヤ上方をワイヤに従って進められる。この処置は、必要に応じて繰り返されて
、ワイヤ及びその上を覆うカテーテルを誘導して目的部位へ進める。カテーテルが目的部
位まで進められると、行われる治療によってガイドワイヤは後退される。バルーンによる
血管形成術の場合、ガイドワイヤは、処置中に所定の位置に置かれて、カテーテルを交換
するために使用されてもよい。
【０００５】
　以上の記載から、曲げに対する抵抗が極めて低いがねじれに対しては比較的高い強度を
有するガイドワイヤが最も望ましいことは明らかであろう。ガイドワイヤが生体構造内に
進められると、多くの湾曲や面の接触により生じた内部抵抗が、ガイドワイヤを先に進め
る能力を減少させる。そのため、処置をより困難にさせて長引かせることになり、もっと
深刻な場合は、目的の生体構造に到達できずに処置が行えないことがある。高い可撓性を
備えるガイドワイヤであれば、内部抵抗によって生じる問題を解決することができる。し
かしながら、ガイドワイヤが良好なトルク特性（ねじれ剛性）を備えていない場合は、使
用者は、ガイドワイヤの基端部を回転させて必要とされている通りに先端を回転させるこ
とができない。屈曲時に可撓性を有する従来技術によるカテーテルガイドワイヤは、通常
、ねじれ伝達性やねじれ剛性が極めて低い。そのため、ガイドワイヤの端部は動くものの
、カテーテルや脈管内で容易に向きを変えたり回転することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記した懸案を鑑みてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、カテーテルやガイドワイヤなどの血管内で使用される用具を含む、医療用具
を提供するものである。本発明の様々な実施例の特徴は、医療用具が、屈曲時に所望の可
撓性を有すること、ねじり時に優れた剛性を示すこと、生体構造との摩擦を低減すること
、（特に先端において）適切な放射線不透過性を有すること、疲労耐性を有すること、患
者の生体構造の損傷を最小限にすること、蛇行する脈管内を進行できること、医療用具を
完全に抜去することが確実となるように必要な引張強度を有すること、及び低コストで製
造できることを含む。
【０００８】
　特定の実施例において、本発明は、耐崩壊構造を備えた管状部材即ち裏打ち部材の医療
用具を提供し、この構造により裏打ち部材は薄壁ではあるが崩れやねじれに対する抵抗力
を有する。これらの裏打ち部材により、裏打ち部材と同心円状にある管状本体に形成され
たスロットの幾つか、或いは、スロットの全てを塞ぐ或いは封止してもよい。また、本発
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明は、このような医療用具を製造する様々な方法を提供する。他の特徴および利点（本発
明の特定の実施例における特徴および利点を含む）については、本願に記載されるか、本
明細書から明らかである。
【０００９】
　従って、本発明は、基端および先端と、少なくともこれらの間を延びる長手方向軸線と
を有する管状本体を備えた医療用具を提供するものである。本体には、複数のスロットが
形成されて、これらスロットが本体の屈曲に対する可撓性を補強するように構成されても
よい。また、医療用具は、少なくとも本体の一部の内側においてポリマーからなる裏打ち
部材を有してもよく、同裏打ち部材は少なくともスロットの幾つかを覆ってもよい。裏打
ち部材の少なくとも一部が、耐崩壊構造を有してもよい。
【００１０】
　異なる実施例において、耐崩壊構造は、らせん状又は環状であってもよく、或いはブレ
イドを形成してもよい。耐崩壊構造は、リボンワイヤなど、少なくとも１つのワイヤから
形成され、裏打ち部材に接合されてもよい。幾つかの実施例において、耐崩壊構造は、裏
打ち部材に形成された、１つ以上のグルーブ、又は、少なくとも１つの波状部分からなっ
てもよい。幾つかの実施例において、裏打ち部材は、少なくとも２つのポリマー層から形
成されてもよく、耐崩壊構造はこれらの層の間に配置される。本発明の幾つかの実施例は
、耐崩壊構造及び裏打ち部材に１つ以上の波状部分の両方を有し、これらの波状部分は耐
崩壊構造の外方或いは内方に延びてもよい。
【００１１】
　本発明の例示的な幾つかの実施例において、管状の本体におけるスロットは、本体の複
数のセグメントをほぼ構成し、これらのセグメントは、軸線に沿って少なくとも部分的に
らせん形状を形成し、らせん形状に沿ってスロットにより分離されるように配置されても
よい。セグメントは、隣接するスロットの終端間において配置され、少なくとも複数のセ
グメントは、軸方向に隣接する２つのスロットの中間点において配置されて、軸線に沿っ
てセグメントを交互に配置することにより、ほぼらせん状が形成される。幾つかの実施例
において、各スロットは少なくとも他の１つのスロットとほぼ線状をなし、セグメントは
隣接する線状をなすスロットの間に配置されてもよい。さらに、幾つかの実施例において
、各スロットは、少なくとも他の２つのスロットにほぼ平行であってもよい。
【００１２】
　異なる実施例において、スロットは、複数のグループにおいて構成されてもよく、各ス
ロットは、軸線にほぼ直交し、１つのグループの各スロットは、軸線の周囲にほぼ等間隔
を成して配置されてもよい。また、１つのグループの各スロットは、軸線に沿ってほぼ同
じ位置に配置されてもよい。例えば、各グループは、それぞれ２つ又は３つ、或いはそれ
以上のスロットを含んでもよい。幾つかの実施例において、長手方向に隣接する各グルー
プは、上記した軸線に沿ってらせん状を形成して先のグループから、軸線を中心にして回
転されてもよい。隣接するグループが軸線を中心に回転する角度は、１８０度をグループ
のスロットの数で割った角度とわずかに異なってもよい。このわずかな差は、例えば、０
度よりも大きく、１０度よりも小さくても、或いはその両方（即ち、この範囲内）であっ
てもよい。スロットは、長手方向に異なる間隔（即ち、軸線方向における間隔）で配置さ
れてもよく、その間隔は本体の基端部から先端部に向かって減少してもよい。幾つかの実
施例において、スロットの角は丸くてもよい。
【００１３】
　異なる実施例において、医療用具の本体はニチノールからなってもよい。幾つかの実施
例において、少なくとも部分的に本体の内側に配置された中央ワイヤを有してもよく、中
央ワイヤは、本体の内側を摺動可能であっても、本体に装着されたコアワイヤであっても
よい。幾つかの実施例において、中央ワイヤはそこに形成された少なくとも１つの屈曲部
を有してもよい。さらに、幾つかの実施例において、裏打ち部材と本体との間に中空の環
状部を有してもよい。また、幾つかの実施例は、医療用具の先端部に放射線不透過性を備
えたマーカを有してもよい。異なる実施例において、管状本体と同軸方向に配向されるコ
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イルを有してもよい。
【００１４】
　本発明は、可撓性やねじれ抵抗を備えた管状部材を有する医療用具を製造する方法を提
供する。この方法は、管状部材を構成する工程と、管状部材と同心円をなす耐崩壊構造を
構成する工程とを有してもよい。耐崩壊構造は、複数の部分を有し、また、これらの部分
の間の管状部材を波状に変形させる工程を含んでもよい。例示的な実施例において、耐崩
壊構造は、複数のループを形成するらせん形状を有し、間に波状部分が形成される部分は
、らせん状のループであってもよい。
【００１５】
　異なる実施例において、管状部材を変形する工程では、熱や圧力、或いはこれらの両方
を付与する工程を伴ってもよい。圧力は、管状部材の内側又は外側に付与されて、外向き
又は内向きの波状部分を形成してもよい。幾つかの実施例において、軸線方向において管
状部材を引っ張ったり、圧縮したり、或いは、最初に引っ張って次に圧縮してもよい。ま
た、幾つかの実施例において、管状部材を変形させて波状部分を形成する工程において、
型を使用してもよい。耐崩壊構造は、少なくとも１つのワイヤから形成されてもよく、ワ
イヤはリボンワイヤであってもよい。また、製造方法には、耐崩壊構造を管状部材に接合
する工程を含んでもよい。
【００１６】
　幾つかの実施例において、管状部材又は裏打ち部材の曲げ剛性は、その長さ全体又はそ
の長さの一部に沿って異なり、例えば、先端方向においてより大きな可撓性を有してもよ
い。波形形状を有する異なる実施例において、耐崩壊構造のピッチの変化、管状部材の壁
厚の変化、波形状の変化、又はこれらの組合せによって、曲げ剛性を変化させてもよい。
幾つかの実施例において、耐崩壊構造のピッチを変化させることにより、管状部材の壁厚
が変化したり、波形形状が変化したり、或いはこれら両方が変化する。
【００１７】
　幾つかの実施例において、管状部材は、少なくとも２つの層を有してもよく、耐崩壊構
造はこれらの層の間に配置される。また、幾つかの実施例において、製造方法は、管状部
材を構成する工程、複数のスロットを本体に形成する工程、及び管状部材と同心円状に本
体を構成する工程を有してもよい。
　さらに、本発明は、基端部と、先端部と、少なくとも基端部から先端部へ延びる長手方
向軸線とを有する管状の本体と、前記本体の屈曲に対する可撓性を強化すべく本体に形成
された複数のスロットとからなる医療用具であって、同医療用具は、本体の少なくとも一
部の内側に、本体の内周面を補強するためのポリマーからなる裏打ち部材を有し、同裏打
ち部材は少なくとも２つの層から形成され、裏打ち部材の外周面はスロットの底面を構成
することと、前記２つの層の間に配置された、裏打ち部材に対して崩れやねじれに対する
抵抗力を付与する耐崩壊構造と、前記本体と裏打ち部材との間おいて、長さ方向に延びて
、裏打ち部材による本体の補強を緩和させる断面環状をなす中空領域とをさらに有するこ
ととを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明は、例示する実施例において、生体構造内を進行するように構成された医療用具
などの装置に関する。幾つかの実施例は、ガイドワイヤとして使用されてもよく、中実体
又は管状であってもよい。管状をなす幾つかの実施例は、カテーテルとして使用されても
よく、或いは、カテーテル又はガイドワイヤのどちらとして使用されてもよい。幾つかの
実施例では、ガイドワイヤのように進行するが、所定の位置に達すると、カテーテルが行
う機能の多く又は機能の全てを果たす。異なる実施例は、本発明の実例として記載されて
おり、その多くは中実体又は管状であって、屈曲時により可撓性を有するようにスロット
が設けられる。スロットを有する異なる構成が、ある程度まで本体のねじれ剛性を維持す
る。多数の異なる実施例において、本体は、基端部、先端部、及び少なくとも基端部から
先端部に延びる長手方向の軸線を有する。
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【００１９】
　中実体の医療用具の一例は、ガイドワイヤであり、生体構造内の目的部位まで誘導され
るように構成される。図１に関して、本発明により形成された中実体のガイドワイヤ２０
０の一実施例を示す。ガイドワイヤ２００は、基端部２０４、先端部２０８、及びこれら
の間に配置された中間部２１０を有し、基端部はピン万力形のトルクチャック２１２に取
り付けられる。ガイドワイヤ２００の本体は、基端部２０４から先端部２０８まで軸線が
延びている。ガイドワイヤ２００の本体は、ニッケルチタン合金から構成されてもよく、
約０．００８インチ乃至約０．０９０インチ（約０．０２０ｃｍ乃至約０．２３ｃｍ）の
直径、及び約１３５ｃｍ乃至約３００ｃｍの長さを有する。これに代えて、幾つかの実施
例において、ガイドワイヤ２００はステンレス鋼から形成されてもよい。直径における４
つの態様は、０．００８インチ（約０．０２０ｃｍ）、０．０１４インチ（約０．０３６
ｃｍ）、０．０１６インチ（約０．０４１ｃｍ）、及び約０．０３５インチ（約０．０８
９ｃｍ）である。
【００２０】
　例えば、スロット、切り込み、割れ目、或いは開口部２１６，２２０は、中間部２１０
を有するガイドワイヤ２００の全長又はその一部に沿って形成される。これらのスロット
２１６，２２０は、ソーカッティング（例えば、ダイヤモンドグリッドを埋め込んだ半導
体ダイシングブレード）、エッチング（例えば、米国特許第５１０６４５５号明細書に記
載されたエッチング処理）、レーザ切断、又は放電加工により形成されてもよい。例示さ
れた実施例において、スロット２１６は、スロットをより長くしてより大きな可撓性を有
するように角度を付けられ、スロット２２０は、ガイドワイヤ２００の長径即ち軸線にほ
ぼ直交する。
【００２１】
　以下おいてより詳細に述べるように、多くの実施例において、スロットはガイドワイヤ
の本体内にディスクやリングを形成してもよい。このような形状により、スロットが形成
された後でも材料を維持して、曲げに対する可撓性をガイドワイヤにおいて構成し、同時
に相対的なねじれに対する剛性を維持する。スロットの間隔、深さ、及び種類を調整した
り変更することにより、ガイドワイヤの曲げに対する撓み形状やねじれ剛性が選択的に変
更されてもよい。通常、スロットの間隔をより狭くして、スロットをより深くすれば、ガ
イドワイヤは屈曲時により可撓性を有する。しかしながら、スロットそのものの形状、配
向、間隔を変更することにより、曲げに対する可撓性に余り左右されないで、断面のねじ
れ特性も選択的に変更又は維持できる。
【００２２】
　ガイドワイヤ２００の先端部２０８は、図示するように、屈曲即ち湾曲させて予め形成
されてもよく、脈管の屈曲部分や湾曲部分の付近においてガイドワイヤを方向付けできる
。言い換えれば、医療用具（例えば、ガイドワイヤ２００）の先端部２０８は、湾曲され
て生体構造内の進行を容易にする。
【００２３】
　先端部２０８における可撓性を維持するために、スロットは先端部に構成されてもよい
。先端を丸く形成することにより、生体組織を穿刺して損傷を与える虞を最小限にする。
また、放射線不透過性を有するマーカ又はバンド２２４を先端部２０８に形成してもよい
。バンド２２４は、例えば、金やプラチナの合金（Ｘ線透視のため）、ガドリニウムやジ
スプロシウム、或いはこれらの混合物（ＭＲＩ（磁気共鳴映像）のため）であってもよく
、蒸着、ラッピング又は形状記憶合金（ＮｉＴｉ）の使用により先端部２０８に形成され
て、バンドを先端部の周囲に「ロック（ｌｏｃｋ）」してもよい。
【００２４】
　幾つかの実施例において、少なくとも幾つかのスロットは、正方形、長形、くさび形、
Ｔ字形、又はほぼ円形などの断面を有してもよい。図２はガイドワイヤ２３０の部分側面
図であり、本体に形成されたスロットの異なる３つの形２３４，２３８及び２４０を示す
。これらのスロットは、組み込み式の撓み止め部を構成して、スロットの開口部が閉じて
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互いに接触する際にガイドワイヤがさらに撓むことを防止し、また、その方向へさらに撓
むことを防止する。くさび形スロット２３４は、ガイドワイヤ２３０の対向する面に形成
されて、スロットの底部においてくさびの幅がより大きくなる。Ｔ字形スロット２３８も
同様に、ガイドワイヤ２３０の対向する面に形成されて、Ｔ字の交差する部分がスロット
の底部にくる。スロット２４０は、図示されるようにほぼ円形であってもよい。使用者の
必要に応じて他のスロット形状が構成されてもよいことは明らかである。スロット２３４
，２３８，２４０は、対向するように配向され（即ち、軸線の対向する面において）、ガ
イドワイヤを中心にして周方向に間隔を空け、或いは、図５などに関してより詳細に述べ
られるように、交互に位置するように形成されもよいことは明白である。
【００２５】
　図２に示される３種類のスロットは、対向するように配置されたスロットの間において
領域２３２，２３６，２４２として斜線で示された材料からなるセグメントを形成する。
本明細書において、セグメントとは、スロットの両終端間、或いは、スロットの終端と用
具の側面との間に残る材料部分のことである。セグメントは、医療用具が曲がると撓み、
例えば、ディスク（図２に示す）の一部や、リング（管状をなす実施例の場合）の一部で
あってもよい。図２に示されるスロット及びセグメントの形状は、少なくとも２つの顕著
な利点を提供する。第１に、セグメントを撓み止め部の割れ目よりも長くできる。これは
、係止される前にセグメントにおけるひずみの量が、割れ目の寸法に対するセグメントの
長さの割合を変更することにより調整されるので、より可撓性を備えて、曲げ抵抗などを
少なくする。
【００２６】
　セグメント２３２，２３６，２４２の位置及び形状は、ガイドワイヤ２３０のねじれ特
性に影響を及ぼす。当業者には周知であるが、ねじれ剛性は、部材の断面の外部分により
主に構成される。従って、比較的薄壁からなるパイプは、同じ直径を有する中実体のバー
とほぼ同じねじれ剛性を有する。これは、中実体のバーの断面の中心部分がほとんどねじ
れ剛性を付与しないためである。同様に、ガイドワイヤ２３０の断面全体を交差するセグ
メントを有することにより、異なる実施例において、セグメント２３２，２３６，２４２
は、ガイドワイヤの断面の外部分のほとんどを含み、スロット２３４，２３８，２４０の
一方の側から他方の側へ異なる割合のねじれ力を伝える。
【００２７】
　例えば、セグメント２３２は、比較的長い（ガイドワイヤの長軸方向において測定して
）が、比較的深い（セグメントの長軸に対して交差するように、且つ、ガイドワイヤの長
軸に対して交差するように測定して）ので、比較的大きなねじれ力を伝える。セグメント
２３６は、セグメント２３２よりも長くて薄いので、スロット２３８を越えてより小さい
ねじれ力を伝達する。図２の実施例において、セグメント２４０は、最も短かく且つ最も
強いため、最も大きなねじれ力を伝える。スロット２４０の寸法及び形状が所定であれば
、この形状で最も大きな可撓性が構成される。スロット２３４，２３８，２４０の小さい
撓み止め部の割れ目は、スロットの深さや全体の形状を変更しないで、幅において変更さ
れてもよいので、セグメントの寸法や強度に影響を及ぼさないで、ガイドワイヤ部分の可
撓性が選択的に変更できる。従って、ガイドワイヤの曲げに対する可撓性やねじれ剛性は
、選択的且つ相対的に単独で変更されてもよい。
【００２８】
　幾つかの実施例において、長手方向に隣接する対のスロットは、互いにワイヤを中心に
９０度回転されて、両方向において曲げに対する撓みを構成する。しかしながら、このよ
うな特性が望ましい用途において、スロットは、一方向、二方向、三方向等の方向に好適
な撓みを構成するように配置されてもよい。幾つかの実施例において、スロットは、不規
則に形成されてもよく、それによって、全方向又は全面において屈曲（撓み）が均一にな
る。
【００２９】
　図３は、放射線不透過性マーカをガイドワイヤ２４４の本体の先端部に付与するための
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例示的な実施例を示す一部破断側面図である。環状の谷部、グルーブ、又はチャネル２４
８が、ガイドワイヤ２４４の先端において形成され、プラチナ合金から形成される放射線
不透過性のワイヤコイル２５２が、チャネル２４８においてガイドワイヤ２４４の周囲に
巻かれてもよい。ワイヤコイル２５２は、溶接又はハンダ付けにより、それ自身に或いは
ガイドワイヤ２４４に装着されて、ガイドワイヤ２４４の先端において所定の位置にワイ
ヤコイル２５２を保持する。幾つかの実施例において、ニッケルチタン合金からなるガイ
ドワイヤ上に、コイルではなく、金又はプラチナからなるバンドを使用してもよい。その
ような実施例において、ガイドワイヤは冷却され収縮されることにより、バンドがワイヤ
上に配置される。次に、ガイドワイヤが室温に戻ると、バンドは、溶接やハンダ付けや他
の結合機構を必要としないで、締まりばめなどによりガイドワイヤ上の所定の位置に維持
される。
【００３０】
　図４は、中実体のガイドワイヤ２６０の本体の部分側面図を示し、同ガイドワイヤはそ
の一部に沿って間隔を空けて配置された対向するスロット２６４、及び対向するスロット
２６８から９０度の各角度をおいて対向するスロット２６６を備えて形成される。スロッ
ト２６６と同様に、回転されたスロット２６８は、ガイドワイヤの反対側からは見えない
ほうのスロット２６８と共に、対向する対になるように配置されてもよい。スロットは、
一面において、好適な屈曲（撓み）を提供するように形成されてもよく、或いは、多数の
面において屈曲するように配置されてもよい。これは、例えば、幾つかの実施例において
、隣接する対のスロットを互いに４５度又は他の選択された角度だけ回転して行ってもよ
い。図４における斜線部分は、隣接して対向するスロット２６４の間におけるリング部分
２６２である。回転された対のスロット２６８は、それらの間にセグメントを形成するが
、これらのセグメントは、スロット２６６の間のセグメントに対して９０度の角度で配向
される。
【００３１】
　図５は、中実体のガイドワイヤ２７０の本体の部分側面図を示し、ガイドワイヤは、そ
の対向する面において互い違い、即ち互いに相殺されたスロット２７４を備えて形成され
る。湾曲された先端部２７８は、放射線不透過性マーカバンド２８０を備える。図４の実
施例と同様に、特定の相殺された対のスロットは、他の対のスロットに対して回転されて
、撓む方向が調整される。この形状は、ねじれを制御する場合に特に有利である。図４か
ら明らかなように、対向するスロットは、各対のスロットの底部の間に薄い撓みセグメン
ト２６２を形成する。これらのセグメントの寸法や撓み特性は、スロットの深さ、間隔及
び幅により決定されてもよく、対向するスロットを備えるガイドワイヤの可撓性は、これ
らのパラメータを変更することにより調整されてもよい。
【００３２】
　図５に示されるように、相殺されたスロットは、各対の隣接するスロットの間の領域に
おいてディスク２７２を形成し、少なくともその一部は撓んでもよい。スロット２７４の
深さに応じて、各スロットの基部とガイドワイヤの対向する面との間のセグメント２７６
も撓んでもよい。
【００３３】
　このガイドワイヤの撓み特性は、（対応するスロットと同様）スロットの深さ及び幅だ
けではなく、スロットの相殺（軸線方向の間隔）によって決定されることは明らかであろ
う。従って、相殺されたスロットを備えるガイドワイヤの可撓性は、これらのパラメータ
の幾つか、或いは、パラメータの全てを変更することにより調整される。また、可撓性は
、スロットの深さや幅を一定にして、スロットの相殺の程度を調整するだけで変更されて
もよい。
【００３４】
　相殺されたスロットは、幾つかの用途において有利であるが、これは、対向するスロッ
トよりも相殺されたスロットと同じ種類を構成することがより実用的であるためである。
対向するスロットを備えた高い可撓性を有する部分は、極めて深い及び／又は幅広いスロ
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ットを必要とし、これらのパラメータを調整することは、高度な正確性が求められ、極め
て深いスロットは全体としてガイドワイヤを脆弱化し、極めて幅広いスロットは、ガイド
ワイヤが通過する組織に引っ掛かったり、組織を傷つけたりすることがあるためである。
一方、相殺されたスロットパターンを使用する高い可撓性を有するセグメントは、深いス
ロットや幅広いスロットを必要としないで、相殺されたスロットの距離や間隔を変更する
だけで形成でき、容易に必要な精度を得ることができる。
【００３５】
　図６は、中実体のガイドワイヤの部分断面図であり、その拡張された近位部２８８は、
比較的高いねじれ剛性を構成し、細くなった遠位部２９２は、親水性のポリマースリーブ
２９４に覆われる。例えば、拡張された近位部２８８は、直径が０．０１４インチ（約０
．０３６ｃｍ）であってもよく、細くなった遠位部２９２は、直径が０．０１０インチ（
約０．０２６ｃｍ）であってもよい。ガイドワイヤの先端部２９６は、図示及び記載され
るように、スロットを有して形成されてもよい。幾つかの実施例において、スロットは、
本体の他の位置、即ち、細くなった遠位部２９２や拡張された近位部２８８において形成
されてもよく、曲げに対する可撓性を増加させるが、同時に高いねじれ剛性を維持する。
【００３６】
　図７は、中実体のガイドワイヤ３００の部分断面図であり、同ガイドワイヤはテーパさ
れた先端部３０４を有し、その周囲にはプラチナ合金などから形成されたコイル３０８を
備える。ハンダからなるボール３１２が、ガイドワイヤの先端部３０４の先端及びコイル
３０８の端部に配置されてもよい。また、本明細書において図示且つ記載されたように、
スロット３１６が、ガイドワイヤ３００の本体に形成されてもよい。スロットを使用して
ガイドワイヤの撓みを調整することに加えて、ニッケルチタン合金からなるガイドワイヤ
を熱処理して、撓み特性を変更させてもよい。例えば、ワイヤの長さに沿って選択的に焼
きなましを行って、材料の応力／ひずみ関係及び撓み特性を変更できる。
【００３７】
　本明細書において記載された実施例において、医療用具は、高い可撓性を備えた先端部
を構成することにより、「流れの方向付けを可能（ｆｌｏｗ　ｄｉｒｅｃｔａｂｌｅ）」
にする。「流れの方向付けを可能」にするとは、医療用具の先端部が、血管の通路内の血
液などの流体と共に、湾曲部の周りを「流れ（ｆｌｏｗ）」易くすることである。
【００３８】
　脈管の通路内で、医療用具の動きに対する抵抗を減少するために、医療用具の表面は、
電界研磨されてその滑らかさを増加させてもよく、滑らかなコーティング剤を表面に塗布
してもよく、或いはこれらの両方を行ってもよい。そのようなコーティング剤は、シリコ
ーン系オイル、ポリマー、親水性ポリマー、或いはこれらの組合せであってもよい。幾つ
かの実施例において、例えば、親水性ポリマーからなる滑らかなスリーブは、医療用具の
上方の先端方向に形成されてもよい。
【００３９】
　図８に関して、ガイドワイヤ５００は、本発明の一実施例であり、生体構造内の目的部
位まで誘導するように構成されてもよい。ガイドワイヤ５００は、基端部５０４から延び
て、ガイドワイヤ５００の直径が変化する第１移行部に達する近位部５０２を有する。ガ
イドワイヤ５００は、基端部５０４から延びて先端部５１０に達する長手方向軸線を有す
る。長手方向軸線は、コアワイヤ５０１、コイル５０８、及びスロットを有する管状部材
即ち本体５１４などの様々な構成要素にとって一般的であり、長手方向軸線は、このよう
な個々の構成要素を越えて延びてもよい。
【００４０】
　図８は、斜視図において説明されるが、基端部５０４は、ガイドワイヤ５００の他の部
分よりも大きい直径、又は他の部分と同じ直径を有してもよい。近位部５０２は、中実体
のワイヤであって円形の断面を有するステンレス鋼からなるコアワイヤ５０１を備えても
よい。近位部５０２のコアワイヤ５０１は、低摩擦のコーティング剤で覆われてもよい。
例えば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）を使用して近位部５０２をコーティン
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グしてもよい。近位部は、ガイドワイヤ５００の使用目的に対して十分なトルクを伝達す
るために必要な大きさの直径を有してもよい。例えば、冠状動脈や抹消部位に使用される
場合、１，０００分の１４インチ（約０．０３６ｃｍ）の直径が適切である。
【００４１】
　第１移行部５０６において、ステンレス鋼からなるワイヤは、より小さい直径まで研磨
されて、滑らかな移行部を構成できるように、軸線方向に十分な長さ分移行する。一実施
例において、この距離は約２インチ（約５．０８ｃｍ）であってもよい。第１移行部５０
６において及びその先端側において、ガイドワイヤ５００は、より複雑な形状を有しても
よい。特に、基端コイル５０８は、ステンレス鋼からなるコアワイヤ５０１の上方に配置
されてもよい。コアワイヤ５０１はガイドワイヤ５００の先端部５１０まで延びてもよく
、基端コイル５０８は、以下に説明するように、コアワイヤ５０１を囲む、即ち、覆って
もよい。基端コイル５０８は、基端ハンダ接合部５１２により、第１移行部においてコア
ワイヤ５０１に装着されてもよく、コイルの内径がコアワイヤの外径と一致する場所であ
ってもよい。コアワイヤ５０１の直径は、基端コイル５０８の下方の先端方向において減
少するように延びてもよく、幾つかの実施例においては基端コイルを越えてもよい。
【００４２】
　多数の実施例において、ガイドワイヤ５００の基端コイル５０８の先端部は、ニッケル
チタン合金などの超弾性材料から形成されたスロットを有する管状部材５１４からなる。
管状部材５１４は、本明細書においてガイドワイヤ５００の本体であってもよく、図示さ
れるように、基端部、先端部、及び少なくとも基端部から延びて先端部に達する長手方向
の軸線を有する。本体即ち管状部材５１４の軸線は、ガイドワイヤ５００の軸線と共通し
てもよく、従って管状部材５１４を越えて延びてもよい。スロットは、例えば、微細加工
により形成されてもよい。スロットを有する管状部材５１４は、トルクを効果的にガイド
ワイヤの先端部５１０へ伝達するが、屈曲時には非常に高い可撓性を有する。スロットを
有する管状部材５１４は、以下に記載するような他の構成要素を囲む、即ち、覆ってもよ
い。スロットを有する管状部材５１４は、他の基底構造を介して基端コイル５０８に装着
されてもよく、さらに、中間接合部５１６においてコアワイヤ５０１に装着されてもよい
。中間接合部５１６は、例えば、ハンダ、グルー、又はこれら両方を有してもよい。中間
接合部５１６の位置は、コアワイヤ５０１のねじれ剛性即ちねじれ強度が、スロットを有
する管状部材５１４のねじれ強度とほぼ等しくなる部分である。従って、トルクは、コア
ワイヤを通って、ガイドワイヤ５００の基端部５０４から中間接合部５１６に伝達されて
から、スロットを有する管状部材５１４を通ってガイドワイヤ５００の先端部５１０に伝
達される。
【００４３】
　図８は、正しい縮尺で描かれていないため、異なる構成要素はその直径に対して示され
るよりも長くなる。基端コイル５０８の外径は、コアワイヤ５０１の近位部５０２の直径
とほぼ同じであってもよい。ガイドワイヤ５００の先端チップ部５１１におけるスロット
を有する管状部材５１４の外径もほぼ同じであってもよい。例えば、これらの直径は、約
１，０００分の１４インチ（約０．０３６ｃｍ）であってもよい。一実施例において、基
端コイル５０８は、約１１インチ（約２７．９ｃｍ）の長さであり、スロットを有する管
状部材５１４を含む先端チップ部５１１は、約２インチ（約５．０８ｃｍ）の長さである
。図示されないが、先端チップ部５１１は、湾曲又は屈曲形状を有してもよい。
【００４４】
　ガイドワイヤ５００の先端部５１０において、スロットを有する管状部材５１４、基底
構造（図示せず）、及びコアワイヤ５０１は、先端接合部５１８において装着されてもよ
い。先端接合部５１８は、例えば、ハンダ、グルー、又はこれらの両方を有してもよい。
先端接合部５１８は接着部５２０を有してもよく、同接着部は、ガイドワイヤ５００の先
端部５１０において円形に形成されて非損傷性の先端を構成する。コアワイヤ５０１は、
先端部５１０において極めて小さい直径を有する。例えば、研磨された外形により、コア
ワイヤ５０１の直径が先端部５１０において、又は、先端部５１０付近において、約１，
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０００分の２インチ（約０．００５１ｃｍ）まで減少する。
【００４５】
　図９乃至図１３において、例示的なガイドワイヤの外形の構成が、より詳細に示される
。特に図９に関して、コアワイヤ５０１は、研磨された外形を備えているため有利である
。コアワイヤ５０１は、ワイヤの基端部５０４において円形の外形を有してもよく、近位
部５０２は、前述した通りであってもよく、一実施例において約６５インチ（約１６５．
１ｃｍ）の長さを有してもよい。研磨された外形は、さらに約１４インチ（約３５．６ｃ
ｍ）延びて、ガイドワイヤ５００の先端部５１０まで達してもよい。第１移行部５０６に
加えて、第２移行部及び第３移行部が構成されてもよい。すでに述べたように、例示的な
実施例において約２インチ（約５．０８ｃｍ）の長さである第１移行部の先端方向におい
て、コアワイヤ５０１は、第１の減少された直径部分５２６を有してもよく、同直径部分
は、長さが約６インチ（約１５．２ｃｍ）で、直径が約１，０００分の７．５インチ（約
０．０１９ｃｍ）であってもよい。第２移行部５２２は、長さが約２インチ（約５．０８
ｃｍ）であってもよく、直径は、第１の減少された直径部分５２６の直径から、例えば、
約１，０００分の５．５インチ（約０．０１４ｃｍ）まで減少されてもよい。この直径は
、約２．２インチ（約５．５９ｃｍ）に維持されて、第２の減少された直径部分５２８を
形成してもよい。直径は、第３移行部５２４においてさらに約１，０００分の２インチ（
約０．００５１ｃｍ）まで減少されてもよく、この直径は先端部５１０まで維持されて、
第３の減少された直径部分５３０を形成する。第３移行部５２４は、長さが約１０分の１
インチ（約０．２５４ｃｍ）であって、第３の減少された直径部分５３０は、一実施例に
おいて、長さが約１０分の１９インチ（ｏｎｅ　ａｎｄ　ｎｉｎｅ　ｔｅｎｔｈｓ）（約
４．８３ｃｍ）である。第３の減少された直径部分５３０は、屈曲時において高い可撓性
を備えるように構成されるが、十分に軸線方向の強度を保持して、先端チップが生体組織
に留置される位置からガイドワイヤを後退させる際に、先端チップが分離することを防止
する。挿入中にガイドワイヤ５００の先端チップ部５１１を円滑に押圧するために、十分
な剛性を有することが必要である。
【００４６】
　図１０において、幾つかの実施例において述べた基底構造について説明する。中間コイ
ル５３２は、例えば、第３移行部５２４においてコアワイヤ５０１に装着されてもよい。
中間コイルは、基端コイル５０８の内径、又は、スロットを有する管状部材５１４の内径
にほぼ等しい外径を有してもよい。中間コイル５３２は、ハンダ付けにより装着されても
よく、第３移行部５２４におけるこの装着位置は、上記した中間接合部５１６の位置であ
ってもよい。また、この位置は、第３移行部５２４の基端部付近であってもよく、この位
置においてコアワイヤ５０１の直径は、第２の減少された直径部分５２８とほぼ同じにな
る。コアワイヤ５０１は、トルクを上記した位置においてスロットを有する管状部材５１
４に伝えるので、研磨された外形の位置は、コアワイヤ５０１からトルクを伝達するライ
ンのほぼ端部となるため重要である。コアワイヤ５０１の直径は、伝達されるねじれ力や
ねじれ剛性の大きさを決定し、接合部５１６の位置と、その位置におけるコアワイヤ５０
１の直径とは、スロットを有する管状部材５１４のパラメータの選択と併せて選ばれ、ね
じれ強度即ち剛性は、接合部５１６における、或いは、接合部５１６の基端側におけるコ
アワイヤ５０１と、スロットを有する管状部材５１４とにおいて等しくなる。
【００４７】
　中間コイル５３２はステンレス鋼から形成されてもよく、中間コイル５３２の個々のコ
イルは、中間コイル５３２の長さの少なくとも一部の上方において、間隔を空けないで、
接触して配置されてもよい。幾つかの実施例において、中間コイル５３２は、その基端部
において近位部５３４を有し、個々のコイルは、軸線方向において間隔を空けて配置され
てもよく、互いに接触しないで配置されてもよい。このために、コアワイヤ５０１に、少
なくとも部分的に、より確実に接合することができるが、これは、コイル間の間隔が大き
くなれば、コイルにおいてわずかな変形が生じるので、コイルを研磨された外形により接
近して配置することができるためである。また、中間コイルは、先端部５３６を有し、個
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々のコイルは、以下に述べるように、軸線方向において間隔を空けないで配置され、互い
に接触しないで配置される。
【００４８】
　図１１において、先端コイル５３８は、先端チップ部５１１において第３の減少された
直径部分５３０の上方に配置されてもよい。先端コイル５３８の基端部は、部分５４０を
有して構成されてもよく、個々のコイルは、軸線方向において間隔を空けないで配置され
る。先端コイル５３８の基端部は、中間コイル５３２の先端部５３６に嵌合して、コイル
を互いに巻き付けてからハンダ付けして、確実に連結を行う。先端コイルは、研磨された
外形の減少した部分に重層するため、わずかに大きい直径を有するワイヤであってもよい
が、外径は、スロットを有する管状部材５１４（図示せず）の内径よりもわずかに小さい
。記載された実施例において、先端コイル５３８は、放射線不透過性材料から形成され、
Ｘ線透過性による可視度を強化する。このために、プラチナ、金、パラジウム、又はジス
プロシウムが使用されてもよい。増加された直径を有するワイヤは、より高い放射線不透
過性を提供する。従って、先端コイルは、マーカとして作動して、患者の生体構造内でガ
イドワイヤの進行を補助する。
【００４９】
　図面は正しい縮尺で描かれていないため、先端コイルは中間コイル５３２よりも極めて
長く描かれている。幾つかの実施例において、先端コイルの先端部は、先端接合部５１８
の位置において先端部５１０近傍のコアワイヤ５０１にハンダ付けされてもよい。
【００５０】
　図９乃至図１２において、ガイドワイヤ５００は、中間バネ５３２をコアワイヤに装着
してから、先端（マーカ）コイル５３８を中間コイルに装着して組み立てられてもよく、
基端コイル５０８は、組み立てられた部材の上方に摺動されて、基端接合部５１２におい
てコアワイヤ５０１にハンダ付けされ、中間接合部５１６において中間コイル５３２にハ
ンダ付けされる。使用されたハンダは、銀又は金の合金からなるハンダであってもよく、
或いは、このような用途に規制認可された他の材料であってもよい。
【００５１】
　図１３に関して、ガイドワイヤ５００の加工は、本体即ちスロットを有する管状部材５
１４を先端チップ部５１１の上方に配置することにより完了する。スロットを有する管状
部材５１４は、その基端部を中間接合部５１６において接着剤と共に固定されて、所定の
位置に取り付けられる。この接着剤は、ダイマックス（登録商標Ｄｙｍａｘ）などの規制
認可された紫外線（ＵＶ）硬化型接着剤であってもよい。スロットを有する管状部材５１
４は、その先端部をコアワイヤ５０１の先端チップに装着されてもよい。スロットを有す
る管状部材５１４は、例えば、同一又は類似の接着剤によって、先端（マーカ）コイルに
装着されてもよい。すでに述べたように、この接着剤は、円形のチップ５２０を形成する
ため損傷を減少させ、また、コアワイヤ、先端（マーカ）コイル、及びスロットを有する
管状部材５１４をガイドワイヤの先端部５１０において共に保持する先端接合部を形成す
る。
【００５２】
　０．０１４インチ（約０．０３６ｃｍ）の直径を有する微細加工されたニチノールから
なる管状部材を従来技術によるガイドワイヤ構成やステンレス鋼からなる管状部材と比較
すると、微細加工された管状部材は、ステンレス鋼からなるコアワイヤの直径が、研磨さ
れた外形において約１，０００分の５インチ（約０．０１３ｃｍ）未満に減少する場合は
、従来技術によるガイドワイヤ構成よりも優れている。コアワイヤがこの直径やそれより
も大きい場合は、ほとんど又は全く有利性は得られない。そのため、研磨された外形がこ
の寸法まで減少する位置の基端方向に微細加工された管状部材を構成する理由はない。従
って、中間ハンダ／グルー接合部（図面において符号５１６で示される）は、コアの直径
が約０．００５インチ（約０．０１３ｃｍ）まで減少する位置において配置されてもよい
。すでに説明したように、本明細書において微細加工されたニッケルチタン合金からなる
管状部材、即ち、本体は、その位置から、ガイドワイヤの先端チップ５１０へトルクの伝
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達を行うための優れた経路を提供し、同時に屈曲を円滑に行う。そのため、例示された実
施例において、ガイドワイヤ構成がコストに関して最適化されるので、安価なステンレス
鋼からなるコアワイヤや従来技術によるコイル構成が、より良好な特性が微細加工された
構成により得られる位置まで提供される。
【００５３】
　また、ガイドワイヤは、その基端部又は先端部の近傍に配置された、微細加工されたバ
ーコード識別部１４２を有してもよい。バーコードは、その表面をわずかに刻んで２進コ
ードを形成して、カテーテルに関する識別情報を符合化する。これは、管状部材５１４を
微細加工するために使用される工程と類似する工程により行われてもよい。
【００５４】
　ガイドワイヤの他の特徴には、すでに述べたように、近位部５０２の先端方向の構成要
素に滑らかなコーティングを施す工程が含まれる。例えば、シリコーンコーティングが、
当技術分野において周知な多数の方法のうちの１つにおいて適用されてもよい。
【００５５】
　他の特徴は、スロットを有する管状部材５１４が、微細加工された後で面取りされるこ
とである。例えば、酸洗いエッチング工程を使用して内面を面取りしてもよく、管状部材
は、マンドレルに配置されて回転され、研磨剤を吹き付けられて、微細加工された縁を面
取りして丸くし、生体組織に引っ掛かる可能性を最小限にする。
【００５６】
　図１４において、スロットを有する本体即ち管状部材５１４の一部は、その構成に関す
る例示的な実施例においてより詳細に説明するために示される。図示された実施例におい
て、軸線５４８は、本体５１４の長手方向における軸線であり、本体５１４を越えて、図
８に示されたコアワイヤ５０１を貫通してもよい。図１４において説明された実施例にお
いて、医療用具はスロット５４４，５５０を有し、これらのスロットは、本体内に形成さ
れた複数のスロットのグループ内に配置され、図示された各スロットは、軸線５４８にほ
ぼ直交する。図示された実施例において、少なくとも複数の対になったスロットに対して
、各グループのスロットは、ほぼ同じ軸線方向の位置にある。また、各スロットは、軸線
５４８にほぼ直交し、軸線５４８を中心にしてほぼ等間隔に配置される。従って、グルー
プの各セグメント、例えば、スロット５４４の間のセグメント５４６は、ほぼ同じ寸法を
なす。図示された実施例において、スロットの各グループは、２つのスロット、即ち、１
対のスロットを有する。また、図示されるように、各グループの各スロット５４４は、軸
線５４８のほぼ対向する面にある。図１６Ａ乃至図１６Ｄは、本体、即ち、管状部材５１
４の他の実施例を示し、スロットの各グループは、３つのスロット５５０を有する。
【００５７】
　図１４に示されないが、スロット５４４，５５０は、丸みをつけられた、即ち円形の内
角又は外角、或いはこれらの両方を有してもよい。円形の外角により、本体５１４が回転
され、進められ、或いは後退される時に、生体組織又は脈管に与える損傷が減少される。
また、円形の外角により、本体５１４と生体組織との間、又は本体５１４と外スリーブや
カテーテルとの間の摩擦が軽減される。外角は、切り込み５４４，５５０が形成された後
で、本体５１４を研磨することにより、その角に丸みをつけられる。例えば、本体５１４
は、切り込み５４４，５５０が形成された後で、研磨剤の吹き付けやビーズの吹き付けが
行われる。円形の内角は、図４，５，１８，２１，２２，２３において説明されるように
、応力の集中を軽減し、スロット５４４，５５０を切り取るために使用されたブレード上
の円形の外角により形成される。
【００５８】
　幾つかの実施例において、スロットは対向する切り込みであってもよい。例えば、図１
４において述べたように、２つの切り込み５４４は、本体５１４の長手方向軸線に沿った
同じ位置において、管状部材即ち本体５１４の対向する面から形成される。図１４及び図
１５に示されるように、スロットは、２つの終端と１つの中間点、例えば、終端５１１及
び中間点５５７を有する。
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【００５９】
　さらに、図示された実施例において、各スロットは他のスロットとほぼ列をなす。例え
ば、図１４の上部のスロット５４４は、図１４の下部のスロット５４４と列をなす。本明
細書において、２つのスロットは、本体５１４の面を経由する列などの、ほぼ同じ列上に
位置する場合には、ほぼ列をなす。図示された実施例において、セグメント５４６は、隣
接しほぼ列状をなすスロット５４４の間に位置する。特に、セグメント５４６は、スロッ
ト５４４の端部５５１の間に位置する。
【００６０】
　多数の実施例において、スロットは他のスロットと平行又はほぼ平行に位置する。本明
細書において、平行な面を形成するスロットは、平行であると見なされる。例えば、スロ
ット５４４は、互いに平行であり、スロット５５０と平行である。また、本体５１４の面
において列をなすスロットは、それらの列が平行であれば、平行となる。
【００６１】
　図８において示されるように、スロットからなる隣接するグループの間において、長手
方向に異なる間隔を有してもよく、その間隔は、基端部から先端部へ減少して、本体の長
さに沿って医療用具の曲げ剛性を変化させる。
【００６２】
　スロット５４４，５５０が形成された後に、本体５１４に残された材料に着目すると、
図１４は、リング５５２及びセグメント５４６を形成するために、スロットを構成された
管、即ち、管状部材５１４を示し、セグメント５４６は、リングの一部の形状を有する。
しかしながら、他の実施例は、中実体の筒状部材から形成されてもよく、例えば、スロッ
トを構成されたディスクやディスクの一部からなる形状を有するセグメントを形成しても
よい。セグメント５４６Ａは、リング５５２，５５２Ａを連結してもよい。これによって
、スロットは、スロットにより構成される形状を連結する本体の複数のセグメントをほぼ
構成する。これらの形状は、リングやディスクであってもよい。図１６Ａ乃至図１６Ｄは
、リング５５２やセグメント５４６を形成するグループ毎に３つのスロットを有する、管
状部材即ち本体５１４の一実施例を示す。
【００６３】
　セグメントは、隣接するスロットの終端の間にほぼ位置されてもよい。例えば、スロッ
ト５４６は、スロット５４４の終端５５１の間に位置する。また、セグメントは軸線方向
に隣接するスロットの中間点のほぼ間に位置されてもよい。例えば、図１４において示さ
れるように、セグメント５４６はスロット５５０，５５０Ｂの中間点５５７のほぼ間に位
置される。スロットの深さは、管状部材の壁のセグメント５４６をスロットの間、例えば
、管状部材の対向する面（１８０度離間して）のそれぞれに残るように調整される。
【００６４】
　これらのセグメント５４６は、管状部材の長手方向軸線５４８に沿ってその位置におい
て、スロット領域を越えて力を伝えるように作動してもよい。これらのセグメントは、一
方の面の隣接する構成要素（例えば、リング）から、対向する他方の面の隣接する構成要
素へ力を運ぶ、即ち、伝達してもよい。言い換えれば、セグメントは、リングや他の形状
を連結する。例えば、セグメント５４６Ａはリング５５２，５５２Ａを連結する。
【００６５】
　対向するスロット５５０のグループは、すでに記載されたスロット（５４４）に隣接し
て形成されると、スロットの位置は、第２の組のスロットにより形成されたセグメント５
４６Ａが、隣接するセグメント５４６から周方向に移動されるように形成される。これは
、スロットを切り取る前に、ある角度で管状部材にスロットを構成するために使用された
ソーに対して、管状部材即ち本体５１４を回転させて行われる。これは、図１５において
示される。従って、図１４において、セグメント５４６，５４６Ｃは、軸線５４８に沿っ
て少なくとも部分的に、ほぼらせん形状を形成してもよく、これらのセグメントは、この
ほぼらせん形状に沿って、スロット５５０により分離されてもよい。図示されるように、
らせん形状は、軸線５４８に沿ってセグメントを交互に配置することにより形成される。
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例えば、らせん形状は、セグメント５４６，５４６Ｃにより形成されるが、セグメント５
４６Ａは、このらせん形状の一部ではなく、例えば、セグメント５４６Ｂと共に他のらせ
ん形状の一部であってもよい。各らせん形状は、軸線に沿ってセグメント、例えば、軸線
に沿ってスロットの１つおきのグループにより形成されるセグメントを交互に配置するこ
とにより形成されてもよい。
【００６６】
　スロットの長手方向に隣接する（軸線５４８に沿って隣接する）幾つかのグループ、或
いは、各グループは、先のグループから軸線５４８を中心にして回転されて、らせん形状
を形成してもよい。らせん形状を形成する、スロットの軸線方向に隣接するグループの間
における回転量は、連続するスロットにより選択されて、トルクの伝達を行うために算出
された形状を形成し、加工された後で管状部材を屈曲させる。このスロットの配置に関す
る異なる実施例が、以下に、図１８及び図１９に関して説明される。
【００６７】
　図１４において、セグメントに加えて、リング５５２又は他の形状が形成されてもよい
。図１４において説明される実施例では、リング５５２が示される。リング５５２は、隣
接するスロット５４４，５５０の間、及び隣接するセグメント５４６，５４６Ａの間にお
ける管状部材の壁の湾曲された環状部分である。これらのリングは、セグメントの特定の
組から、隣接するスロットの組により形成される２つの隣接するセグメントへ力を伝達す
る。
【００６８】
　図１６に関して、管状部材５１４が加工されてトルク力が付与されると、加工された管
状部材はセグメント５４６とリング５５２を変形しがちである。最大のトルクを伝達する
ために加工された管状部材を最適化するには、可能な範囲で、セグメント及びリングにお
けるひずみをワイヤの全長に沿って一致させることである。これにより、トルク力が付与
されて、隣接するセグメント又はリングが変形する前に、どちらか一方が変形によって生
じる脆弱部分を構成することはない。図１４に関して、形成されたスロット（例えば、５
４４，５５０）の位置（間隔５５５）、幅５５６、及び深さ５５８などの幾つかのパラメ
ータを変更することにより、一定の断面を有する管状部材において一致させることができ
る。スロットの間隔がより広くなれば、より幅広いリングが形成され、スロットがより浅
くなれば、より幅広いセグメントが形成される。同様に、スロットの間隔がより狭くなれ
ば、より幅の狭いリングが形成され、スロットがより深くなれば、より狭いセグメントが
形成される。スロットがより幅広くなれば、より長いセグメントが形成される。スロット
を有する管状部材５１４の形状は、応力とひずみに関する周知の公式を使用して算出する
ことにより構成されてもよい。設計過程には、局所的な応力値及びひずみ値を得るために
、形状に関する有限要素解析がさらに含まれてもよい。必要に応じて、徐々に増加し変化
するパラメータを使用して、繰り返し算出を行い、本明細書のコンセプトを考慮して設計
を最適化してもよい。
【００６９】
　スロットを有する管状部材、即ち本体５１４が、その軸線に沿って屈曲されると、セグ
メント５４６，リング５５２、又はこれら両方において撓みが生じる。グループ毎に２つ
のスロット５５０を有する実施例（図１４参照）は、グループ毎に３つ又はそれ以上のス
ロットを有する実施例（図１６Ａ参照）に比べて、セグメント５４６においてより撓みを
生じる。そのため、セグメント５４６における疲労が、グループ毎に３つ以上のスロット
５５０を有することにより減少される。幾つかの実施例において、グループ毎に３つ以上
のスロット５５０を有することにより、同じ曲げ剛性を有する２つのスロット５５０を備
えた実施例に比べて、最大ひずみを軽減できる。
【００７０】
　製造における実際問題として、特定の幅を有するソーブレードが使用されもよい。従っ
て、スロット全ての幅が、この数値に保持される。説明された実施例において、約１，０
００分の１インチ（約０．００２５ｃｍ）のダイヤモンド　シリコンウエーハー　カッテ
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ィングソーブレード（マイクロプロセッサやメモリチップの製造技術において使用される
ような）を使用して、切り込みやスロット５４４を形成してもよい。第１スロットを形成
し、次にワイヤをブレードに対してその幅分の距離を移動させて、より幅広いスロットに
対して必要なだけ繰り返すことにより、より幅広いスロットを形成することは可能である
が、単一のスロットを使用する場合は、加工速度がより高くなる。従って、この一定のス
ロット幅を使用する場合、可能な変数は、スロットの深さ５５８及び間隔５５５である。
【００７１】
　スロット幅５５６を一定に維持することが望ましい場合、一実施例において、他のパラ
メータが以下のように選択されてもよい。管状部材に沿って選択された位置における望ま
しい曲げ剛性は、スロット間の適切な間隔５５５を選択することにより得られる。各スロ
ットの幅を同じにする場合、形成されるべき１組の対向するスロット（例えば、符号５４
６Ａ）と、形成された最終組の対向するスロット（例えば、符号５４６）との間の距離が
、計算により選択され、スロット間の距離として形成されるべきスロットの深さは、リン
グの幅を構成し、リングの幅は、付与された所定のねじれ力５５４に対して得られるべき
ひずみ値の等式条件によるセグメントの幅に相関する。
【００７２】
　セグメント５４６の位置は、対向するスロットの隣接する組の相対的な角度変位により
決定されてもよい。セグメントの幅は、スロットの深さによって決まる。各セグメントの
長さは、同じであっても、一定のスロットの幅（例えば、１，０００分の１インチ（約０
．００２５ｃｍ））に等しくてもよい。各スロットの深さは、形成された各セグメントに
おけるひずみを比較し（異なる力分布や形状における変化により、いかなる場合において
もセグメントは実際に同じではないが、同じであると仮定して）、次に、セグメント（例
えば、符号５４６）におけるひずみをリング（例えば、符号５５２）におけるひずみと一
致させることにより決定されてもよい。リングの４つの部分は、対向するスロットの各組
の間に形成されてもよい。生じたひずみは、４つの部分のそれぞれにおいて評価されるが
、一実施例において、２つのより短い部分におけるひずみは同じであり、同様に２つのよ
り長い部分は同じであるという、別の簡素化された仮定を行ってもよい。リングにおいて
生じた最大ひずみが大きくなれば、セグメントにおける最大ひずみと比較される。スロッ
ト５５８の深さは、ひずみが一致するまで変更されてもよい。この値は、その位置におい
てスロットを形成する際に使用されてもよい。
【００７３】
　他の要素を考慮してもよい。例えば、セグメント及びリングの寸法には実際的な限界が
ある。寸法が大きすぎると、所望の効果が失われ、寸法が小さすぎたり、材料における欠
陥や加工時における許容差内のばらつきにより、性能に支障をきたすこともある。これは
、管状部材の厚さ、ソーブレードの寸法、加工機械の精度などにより影響を受ける。一般
的に、セグメントやリングを微細加工するために使用されるカッティングブレードの幅と
同等の寸法、又は、より小さい寸法を有するセグメントやリングは、多くの用途において
避けるべきである。
【００７４】
　一実施例において、設計工程には、所望の屈曲が得られるように、スロットを管状部材
の軸線５４８に沿って離間させる工程を含んでもよい。スロットは、屈曲に対して抵抗を
より少なくするために互いに接近して、屈曲に対する抵抗をより大きくするためにより離
間されてもよい。（図８及び図１３を参照すると、管状部材５１４は、ガイドワイヤ５０
０の先端部５１０に向かってより可撓性を備えるようになる。）剛性は、スロットの間隔
５５５を変更することにより調整でき、他のパラメータは、すでに述べたように、適切に
選択される。管状部材の曲げ剛性は、長手方向軸線に沿って変更でき、例えば、上記の実
施例のように、スロット間の間隔を徐々に減少させることにより、先端部に向かって徐々
に剛性を少なくするように形成される。
【００７５】
　すでに述べたように、スロットの深さ５５８は、形成されたセグメント５４６及びリン
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グ５５２におけるひずみを一致させるために、応力／ひずみ関係を使用して算出されても
よい。一実施例において、セグメントにおける最大ひずみは、リングにおいて算出された
最大ひずみに一致される。これに代えて、他の方法を使用してもよく、例えば、所定のセ
グメント５４６Ａにおけるひずみを、管状部材５１４の軸線５４８に沿ってセグメントの
いずれの側のリング５５２，５５２Ａにおけるひずみと比較して、ひずみを一致させても
よい。他の実施例において、いずれの側のリング５５２，５５２Ａ１，５５２Ａ２（５５
２Ａ１，５５２Ａ２は長さにおいて不均一なため、ひずみは明らかに異なる）における最
高ひずみ値の平均を用いて、いずれの面においても、検討しているセグメント５４６Ａに
おけるひずみと一致させることができる。セグメントの厚さを変更することは、リングに
伝達される力に影響を与え、リングにおける応力とひずみを変更する。そのため、設計を
最適化するために、これらの計算工程を何度も反復することが求められる。同様に、セグ
メント及びリングの１組の寸法を調整することは、セグメント及びリングの隣接する組に
おける応力とひずみに影響を及ぼし、隣接する全てのセグメント及びリング全体に渡るひ
ずみを一致させることにより最適化するために、さらに計算や再計算が求められる。実際
に検討する場合には、これらの設計パラメータを最適化するために、コンピュータやそこ
にプログラムされた適切なアルゴリズムを使用する必要がある。
【００７６】
　図１５に関して、スロットが形成された後に残されたセグメント５４６を形成する、隣
接するスロットのグループの配向分布について説明する。その目的とは、スロットを有す
る管状部材５１４の好適な屈曲方向を最小限にする、管状部材の長さに沿ってスロットの
配向分布を構成することであり、これは、集合的にホイップ（ｗｈｉｐ）と称される、即
ち、図１のチャック２１２を回転させてガイドワイヤの基端部において行われた回転入力
から使用者により予想された回転結果とは異なる、ガイドワイヤの先端において予想され
た回転結果の誤差（ｄｅｖｉａｔｉｏｎ）という望ましくない効果が生じるためである。
【００７７】
　図１７に関して、グループ毎に２つのスロットを有する実施例において、ホイップを最
小限にするために、スロットの分布を形成する１つの方法は、（１８０度離間して）対向
するスロットの第１の対と、接して隣接する対向するスロットの第２の対とが、９０度の
角度で相殺されると想定することである。４つのスロットを第１スロットセット５６０と
称する。９０度離間して配向された、隣接して対向するスロットの第２スロットセット５
６２がほぼ形成されて、これらのスロットは、（０度において配向するように任意で決定
された）第１スロットセットに対して配向されて、４５度回転する。次に類似するスロッ
トセット５６４は２２．５度になるように配向され、その次のスロットセットは６７．５
度になるように配向され、図において説明されるグラフ化された分布に従って配向される
。この配向パターンは、６４スロットセット（１２８の対向するスロットであり、合計し
て２５６スロット）毎に繰り返される。
【００７８】
　図１８及び図１９に関して、他の実施例において、スロット分布は、らせん形状により
構成される。各２つのスロットからなるグループについては、スロットの第１の対５７０
は、０度に位置されてもよい。スロットの第２の対５７２は、第１谷部に対して選択され
た角度ｘだけ回転されてもよい。例えば、この角度は８５度であってもよい。スロットの
第３の対５７４は、２ｘに等しい角度、或いは、例示される実施例において１７０度で回
転して配向されてもよい。この形態は、次のスロットの対（図示せず）が３ｘ即ち２５５
度で配向されるなど、例えば、同じ方向や同じ大きさの角度回転ｘにおいて継続して回転
されてもよい。スロットの第１の対５７０により形成された屈曲軸５７６は、０度に配向
され、スロットの第２の対により形成された次の屈曲軸５７８は、実施例において８５度
に配向され、第３の屈曲軸５８０は、１７０度に配向される等である。この例示された形
態は、ｘが８５度に等しくなるスロットの７２対（合計して１４４スロット）を過ぎると
繰り返される。スロットの対の配向（及び屈曲軸）は、次の数列により与えられる：　第
１の対＝０度；　第２の対＝ｘ度；　第３の対＝２ｘ度；　第Ｎ番目の対＝（Ｎ－１）ｘ
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度。増加する変数ｘは、８５度であってもよく、０度、８５度、１７０度、２５５度、・
・・、（Ｎ－１）８５度に等しい。これにより、良好な屈曲及びトルク伝達特性が得られ
、ホイップを低減することが確認されている。
【００７９】
　従って、長手方向に隣接する各対のスロットは、先の対から軸線を中心にして角度を有
して回転し、その角度は、例えば、８９度よりも小さく３１度よりも大きい。幾つかの実
施例において、角度は、８０度よりも大きくてもよい（例えば、８５度）。他の実施例に
おいて、角度は、７０度乃至９０度の範囲であってもよく、隣接する１０対のスロットに
おいて算出された角度の平均は、８９度よりも小さく、７０度よりも大きい。例えば、角
度は、９０度と８０度との間で変更されてもよく、その平均は８５度である。この平均値
を満たす他の形態は、当業者にとっては明らかであろう。また、９５度の回転は、８５度
の回転と同じことであるが、反対方向である（らせんの方向における変更）ことも明らか
であろう。従って、このような状況及び本明細書において、スロット間の回転角度におけ
る３１度乃至８９度の範囲は、９１度乃至１４９度の範囲と同じである。同様に、７０度
乃至９０度の範囲は、９０度乃至１１０度の範囲と同じである。
【００８０】
　図１６Ａ乃至１６Ｄに関して、グループ毎に３つのスロットを有するスロットを有する
管状部材５１４を備えた実施例において、隣接するスロットのグループ５５０は、互いに
６０度で軸線を中心に回転されてもよい。従って、隣接するグループは、１８０度の角度
をグループ毎のスロット５５０の数で割った角度で回転されてもよい。セグメント５４６
がらせん形状を形成する実施例において、回転角度は、この公式により算出された角度と
わずかに異なってもよい。この差異は、例えば、０度よりも大きく、即ち１度でもよいが
、１０度よりも小さくてもよい。例えば、この差異は、５度であってもよい。従って、グ
ループ毎に３つのスロットを有する実施例において、スロットの隣接するグループ５５０
は、互いに軸線を中心に約５５度回転されてもよい。
【００８１】
　他の態様において、微細加工の形態は、好適な屈曲方向を構成するように変更されても
よい。これは、特定の生体構造内、即ち、特定の個々の患者の体内の目的部位に達するた
めに、ガイドワイヤをカイタマイズする上で有効である。この例として、ＭＲＩやＣＡＴ
スキャンは、データセットを形成し、そこから好適なアクセスルート、例えば、目的部位
までの脈管構造が立体的に構成される。ガイドワイヤは、微細加工されて、目的部位まで
の最終的な臨界距離を円滑に進行するために必要な、局所的に変更できる可撓性を提供す
る。患者に合わせて個々にカスタマイズされたカテーテルは、データセットから形成され
（例えば、インターネットを介して製造者に送達されて）、迅速に使用者に納品され、微
細加工は、コンピュータ制御の自動化された工程であって、別の自動化された処理により
データセットに基づいてカスタマイズされる。このガイドワイヤ（即ち、カテーテル）は
、本明細書において記載されたように、バーコードにより個々に識別されてもよい。
【００８２】
　上記したガイドワイヤに関する異なる実施例は、本発明による中実体の医療用具の例で
ある。しかしながら、本発明の実施例は、管状部材にも関する。管状部材の実施例につい
て以下に記載する。一例として、本発明は、特定の実施例において、生体構造内を進行す
るように構成されたカテーテルを提供する。カテーテルは、基端部、先端部、及び少なく
とも基端部から先端部まで延びる長手方向軸線を有する。また、本体に形成された複数の
グループ又は対をなすスロットを有し、各スロットは、軸線にほぼ直交する。対をなす各
スロットは、軸線のほぼ対向する面に位置される。
【００８３】
　図２０は、本発明により形成された管状の医療用具３２０を示す破断側面図である。医
療用具３２０などの管状の医療用具は、例えば、ガイドワイヤやカテーテルであってもよ
く、多面的機能を果たしてもよい。配置可能なトルカー、即ち、ピン万力形のトルクチャ
ック３２４が、基端部３２８に装着される。トルクチャック３２４は、分離可能であって
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もよく、本体に装着して軸線を中心にして本体を手動で回転できるように構成されてもよ
い。トルクチャック３２４は、開口部、ボア、又はルアーアダプター３３２を有してもよ
く、例えば、管状の医療用具３２０の内部に薬剤を挿入できるように構成されてもよい。
医療用具の先端部３４０は、生体構造内を円滑に進行できるように、湾曲されてもよい。
先端部３４０の先端は、図２０に示されるように閉鎖されてもよく、或いは開放されても
よい。先端は、生体組織への損傷を最小限にするために円形であってもよい。
【００８４】
　幾つかの実施例において、ワイヤは、管状の本体の内側に配置されてもよく、その位置
において摺動可能であってもよい。ワイヤは、少なくとも１つの屈曲部を有してもよく、
同屈曲部は、ワイヤが抜去された時に比べて、ワイヤが内側にある時は、医療用具の形状
を構成する。また、ワイヤは、曲げ剛性を構成（例えば、増加）させる。このような実施
例は、図２１Ａにおいて説明される。ワイヤ即ちマンドレル３６１は、管状の医療用具３
２０の中空内に挿入可能である。そのようなワイヤマンドレルの目的又は解決策は、例え
ば、医療用具３２０が脈管構造内、又は、体腔内を進行する際に、医療用具の位置及び／
又は動きを追跡できることである。ワイヤマンドレル３６１は、放射線不透過性を有して
、Ｘ線透視を円滑に行い、或いは、磁気共鳴映像装置（ＭＲＩ）を使用する場合は、ワイ
ヤマンドレル３６１は、ガドリニウム、ガドリニウム化合物、シース内に封入されたガド
リニウム、ジスプロシウム、或いはシース内に封入されたジスプロシウムなどの、ＭＲＩ
の検出に対して活性を有する材料から形成されてもよい。これに代えて、放射線不透過性
溶液を管状の医療用具３２０の内部に挿入、又は、Ｘ線透視法に代えてＭＲＩを使用する
実施例において、ＭＲＩで観察できる溶液を使用してもよい。
【００８５】
　また、ワイヤマンドレル３６１は、使用者が所望するように、管状の医療用具３２０の
湾曲を変更するために使用されてもよい。例えば、医療用具３２０は、（湾曲した先端部
３４０のように）湾曲した或いは角度を付けた部分を有するように形成されてもよく、次
に、直線状のワイヤマンドレル３６１は、医療用具内に挿入されて、医療用具を直線状に
伸ばして、さらに、医療用具が湾曲形状を取り戻す必要が生じると、抜去される。これに
代えて、医療用具３２０は、直線状に形成されて、ワイヤマンドレル３６１は選択された
湾曲部を有するように形成され、マンドレルが医療用具内に挿入されると、マンドレルに
より医療用具が湾曲形状を得られる。この実施例において、マンドレルが抜去されると、
医療用具は、再び直線状になる。このようにして、ワイヤマンドレル３６１及び／又は医
療用具３２０の初期段階における形状に応じて、脈管構造内、又は、体腔内に配置される
間に、医療用具の形状が一定の範囲まで調整される。
【００８６】
　管状の医療用具３２０は、ニッケルチタン合金から形成されてもよく、寸法において、
約０．００８インチ乃至約０．０９０インチ（約０．０２０ｃｍ乃至約０．２２９ｃｍ）
の外径、約０．００５インチ乃至約０．０８４インチ（約０．０１３ｃｍ乃至約０．２１
ｃｍ）の内径、及び約１７５ｃｍ乃至約３００ｃｍの長さを有してもよい。また、医療用
具３２０は、ステンレス鋼、ポリマー、或いは適切な特性を有する他の材料から形成され
てもよい。
【００８７】
　スロット、切り込み、割れ目、又は開口部３３４，３３６，３３８、或いは、これらの
幾つかの組合せが、医療用具３２０において、その長さに沿って、ソーカッティング（例
えば、ダイヤモンドグリッドを埋め込んだ半導体ダイシングブレード）、放電加工、レー
ザ切断、又はエッチング（例えば、米国特許第５１０６４５５号明細書に記載されたエッ
チング処理）により形成されて、屈曲に対する可撓性を構成する。スロット３３４は、医
療用具の長径に対して直交、即ち、交差し、医療用具の交互の面において形成されてもよ
い。記載された例示的な実施例において、スロット３３６は、角度が付けられており、よ
り長いスロットが形成され、医療用具の先端部３４０のスロット３３８は、医療用具の軸
線に対してほぼ直交する。
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【００８８】
　幾つかの管状をなす実施例において、スロットは、医療用具の本体内にリングを形成し
てもよい。この形状により、スロット及びリングが、ねじれ剛性を維持しながら、医療用
具の曲げに対する可撓性を構成する。スロットの間隔、深さ、及び種類を調整して変更す
ることにより、医療用具の屈曲時における可撓性やねじれ剛性が選択されてもよい。通常
、スロットの間隔をより狭くして、スロットをより深くすれば、医療用具は屈曲時により
可撓性を有する。好適な実施例において、医療用具の先端部におけるスロットは、先端の
最小曲げ半径を２分の１インチ（約１．２７ｃｍ）以下になるように形成されてもよい。
しかしながら、スロットそのものの形状、配向、間隔を変更することは、曲げに対する可
撓性にあまり左右されないで、先端部及び管状部材に沿った異なる位置における断面のね
じれ特性も選択的に変更又は維持できる。
【００８９】
　医療用具の先端部３４０は、図示されるように、予め湾曲して形成されて、湾曲部及び
屈曲部を中心にして医療用具を方向づけてもよい。先端を丸く形成することにより、体内
組織を穿刺して損傷を与える虞を最小限にする。また、先端部３４０に、放射線不透過性
を有するマーカ又はバンド３４４を形成してもよい。バンド３４４は、金やプラチナの合
金（Ｘ線透視の場合）、ガドリニウムやジスプロシウム、或いはこれらの混合物（ＭＲＩ
の場合）であってもよく、蒸着、ラッピング又は形状記憶合金（ＮｉＴｉ）により先端部
３４０に形成されて、バンドを先端部の周囲に「ロック」してもよい。これに代えて、放
射線不透過性を備えたプラグが、先端部３４０（又はＭＲＩマーカ）においてルーメン内
に配置されてもよい。
【００９０】
　図２１Ａは、管状の医療用具３５０の部分側面図であって、その長さに直交する方向に
延びるスロット３５４，３５８，３６２，３６６等を有する。図示された実施例において
、スロット３５４は、医療用具３５０の上部に形成され、スロット３５８は下部に形成さ
れ、スロット３６２は手前側に形成され、また、スロット３６６は反対側に形成される。
従って、各スロットは、１８０度又は９０度回転されて、先行するスロットと相殺される
。スロットは、１つの面において好適な屈曲（撓み）を構成するように形成されてもよく
、不規則又はある形態において形成されて、全ての面において屈曲が均一になる。これは
、スロットを周方向に離間して配置することにより行われてもよい。
【００９１】
　図２１Ａにおける直交するスロットは、各スロットの基部と医療用具の反対側との間に
おいて、湾曲するセグメント３５６を形成する。当業者には予測されるように、セグメン
ト３５６は、医療用具３５０が屈曲したり又はねじれを受けると撓む。
【００９２】
　図２１Ｂは、管状の医療用具３６５を示す部分側面図であり、その対向する面に対のス
ロット３６７が形成され、互い違いに配置即ち互いに相殺される。これらのスロットは、
その間にリング３６４を形成し、リング３６４のセグメントは、医療用具３６５が屈曲す
ると、撓む。管状の医療用具の可撓性（曲げ剛性）、長手方向の強度、及びねじれ剛性は
、スロットにより形成されたセグメントの寸法や撓み特性により決定されてもよい。セグ
メントとは、対向するスロット間におけるセグメント（例えば、図２２及び図２４におけ
るスロット３７４，４２４，４２８，４３２間におけるセグメント３７６，４２３，４２
６，４３０）や、隣接する相殺されたスロット間、又は、スロットと医療用具の面との間
のセグメント（例えば、図２１Ａ及び図２１Ｂにおける、セグメント３５６やリング３６
４の一部を形成するセグメント）である。対向するスロットを備えた極めて可撓性を有す
る部分（図２２参照）では、可撓性を有するビーム３８４を形成できるように、深く、及
び／又は、幅広いスロットが求められる。
【００９３】
　図２１Ａ及び図２２に示す通り、管状の医療用具３５０には、中実体のワイヤマンドレ
ル３６１が配置され、ワイヤマンドレル３６１は、屈曲部３６８を有することにより、す
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でに述べたように、医療用具３５０が屈曲部３６８に適合する。ワイヤマンドレル３６１
は、医療用具３５０を少なくとも同ワイヤマンドレルが挿入される部分において強化する
。止め部３６３は、ワイヤマンドレル３６１の基端部に位置し、ワイヤマンドレルが移動
することを防止する。特に、ワイヤマンドレル３６１の先端部が、医療用具３５０内の特
定の位置を越えて、例えば、医療用具３５０の先端部を越えて、生体組織を穿刺すること
を防止する。また、ワイヤマンドレル３６１は、その先端部においてテーパ状に形成され
てもよく、それによって先端部においてより可撓性が増す。ワイヤマンドレル３６１は、
先端が丸くてもよい。
【００９４】
　図２２は、管状の医療用具の一実施例を示し、スロット３７４，３７８等を備える医療
用具３７０が形成される。医療用具３７０の基端部３８２は、湾曲されてもよく、放射線
不透過バンドやＭＲＩバンド３８６を有してもよい。幾つかの実施例において、医療用具
の先端部は、医師により加熱、屈曲、或いはこれらの両方を行って形成されてもよい。
【００９５】
　図２３Ａ及び図２３Ｂは、管状の医療用具４０１の部分側面図であって、対向するスロ
ット４０５は、医療用具４０１，４０８の軸線に直交しない角度で形成される。
　幾つかの実施例において、少なくとも幾つかのスロットは、正方形、長形、くさび形、
Ｔ字形、又はほぼ円形などであってもよい。図２４は、管状の医療用具４２１を示す部分
側面図であり、異なる３種類のスロット４２４，４２８，４３２を示す。これらの種類の
スロットは、組み込み式の撓み止め部を構成して、スロットの開口部が閉じて互いに接触
する際に医療用具がさらに撓むことを防止し、また、その方向へさらに撓むことを防止す
る。スロット４２４は、医療用具４２１の対向する面において形成されてもよく、くさび
形や三角形であってもよく、例えば、スロットの底部においてくさびの最大幅が位置する
ように形成されてもよい。同様に、スロット４２８は、医療用具４２１の対向する面にお
いて、Ｔ字形に形成されてもよく、Ｔの横棒が医療用具の軸線に最も接近するように形成
される。スロット４３２は、図示されるようにほぼ円形であってもよい。スロットの他の
形状が、使用者の必要に応じて構成されてもよい。スロット４２４，４２８，４３２は、
対向するように配向されるが、医療用具の周囲に周方向に離間して形成されてもよく、或
いは、すでに説明した図に示されたように、交互の位置に形成されてもよい。
【００９６】
　図２４に示される３種類のスロットは、セグメントを形成し、対向して配置されたスロ
ットの間において領域４２３，４２６，４３０として斜線で示される。この形状は、少な
くとも２つの異なる利点を提供する。第１に、セグメントを撓み止め部の割れ目よりも長
くできる。これは、セグメントにおけるひずみを制限する。これは、例えば、隣接する対
のスロットを互いに４５度又は他の選択された角度だけ回転して行ってもよい。
【００９７】
　長手方向に隣接する対のスロットは、医療用具の周囲に９０度或いは他の角度に回転さ
れて、屈曲時における撓みを構成する。しかしながら、必要に応じて、スロットは、一方
向、二方向、三方向などの方向に好適な撓みを構成するように配置されてもよい。
【００９８】
　図２５は、他の実施例を示す部分側面図であって、管状の医療用具４４０は、同医療用
具全体を貫通して延びて小さく分割するスロット４４４を有する。スロット即ちエッチン
グは、医療用具が組み立て直された時に連結する歯と共に形成されてもよい。医療用具が
、脈管の通路内に挿入されると、スロット４４４の歯は連結して、スロットが相対回転す
ることを防止し、トルクを伝達するが、また横方向において十分な可撓性を有する。医療
用具４４０は、マンドレル３６１を有してもよい。
【００９９】
　配置された管状の医療用具は、従来技術による方法で、その上方に挿入されたカテーテ
ルと共にガイドワイヤとして使用されてもよく、或いは、例えば、カテーテルと同様の方
法により、目的部位へ薬剤を搬送するために使用されてもよい。スロットは、管状の医療
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用具の長さに沿って、或いは、その長さの少なくとも一部に沿って形成され、薬剤は、医
療用具のボアから脈管の通路へ放出されてもよい。医療用具から薬剤が放出される箇所は
、スロットの深さとその位置を変更することにより調整される。加えて、ポリマースリー
ブが医療用具のルーメン又はボアに挿入されて、その外側、或いは両側において封止され
、医療用具のルーメンから薬剤が流出又は放出されることを防止する。医療用具における
スリーブの長さにより、医療用具から薬剤が放出される位置を決定してもよい。
【０１００】
　これに加えて、すでに述べたように、補強マンドレル即ちワイヤは、医療用具のボア又
はルーメンから挿入され、そのようなマンドレル即ちワイヤは、図２１Ａのマンドレル３
５０内の位置３６８などの選択された位置において湾曲されて、医療用具に対応する屈曲
部を構成してもよい。これに代えて、管状の医療用具は、１つ以上の屈曲部を備えて形成
されてもよく、次に、ほぼ直線のマンドレルが医療用具の中空内に挿入されて、必要に応
じて伸ばされる。また、臨床診断を行うために使用される処置に応じて、Ｘ線透視装置又
はＭＲＩにおいて観察できるような材料から形成されてもよい。
【０１０１】
　図２６は、金属又は他の導電合金から形成された管状の医療用具６０４を示す破断側面
図であり、ルーメン６０８において、導電ワイヤ６１２が配置され、同ワイヤの周囲に絶
縁シース６１６が配置される。これに代えて、ルーメン６０８の内壁は、絶縁層を有して
、絶縁シース６１６の必要性を除去してもよい。例えば、ルーメン６０８の直径は、０．
００９インチ（約０．０２３ｃｍ）であってもよく、ワイヤの直径とシース６１６の直径
は、０．００６インチ（約０．０１５ｃｍ）であってもよい。
【０１０２】
　医療用具６０４は、体内の目的部位における電圧の検出などの、内部の電気的な測定を
行うために使用されてもよい。医療用具６０４は、アブレーションのために使用されても
よく、高周波や他の信号が、導電管状部材６０４及び導電ワイヤ６１２を越えて、先端部
とその前面の組織に伝達される。これに加えて、加熱コイルを医療用具６０４と共に先端
部において使用して、体内の目的部位における熱処理を行うための加熱要素を構成しても
よい。また、他の電気的な測定又は処理を図２６において示された構成と共に使用されて
もよい。
【０１０３】
　図２７は、円形及び楕円形のカテーテルのルーメン内に配置される管状の医療用具を示
す断側面図である。これらの医療用具は、中実体の医療用具と類似している。円形のカテ
ーテルが、患者の脈管内を進められて、湾曲部や他の蛇行する通路を進む時に、カテーテ
ルの断面は、所定の位置において平坦化されて楕円形の断面になる。医療用具１００が、
カテーテル１０２に配置されると、医療用具１００とカテーテル１０２との間の接触が、
比較的平坦な場所のみに生じる。しかしながら、楕円形のカテーテル１０４の場合、医療
用具１００は、平坦な面に留まっていない。医療用具は、カテーテルルーメンの狭い側に
押圧されて、図示されるようにほぼ対向する側に偏移する。この状態において、医療用具
とカテーテルとの間の垂直力がより大きくなると、それにより、カテーテル内の医療用具
の移動を妨害するより大きな摩擦力を生じることがある。従って、多くの実施例において
、カテーテルができるだけ多くの円形の断面を維持することが重要である。
【０１０４】
　図２８は、カテーテル１２２を通してトルクを加えられた医療用具１２０の蛇行する経
路を示す。軸線方向の駆動力又は押圧力（図２８においてＦｗｉｒｅで示す）が、医療用
具１２０に付与されると、屈曲時における医療用具の可撓性に応じて、押圧力は、軸線方
向の力（Ｆａｘｉａｌで示す）と、カテーテル内で医療用具を妨害する、直交する方向に
配向されたウェッジ力（Ｗｅｄｇｉｎｇ　Ｆｏｒｃｅで示す）とに変化される。従って、
多くの実施例において、医療用具が屈曲時に、特に押圧力が最大になる基端部において、
撓みすぎないことが重要である。
【０１０５】
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　すでに述べたように、微細加工されたカテーテルなどのスロットを有する管状の医療用
具は、多くの用途や実施例においてスリーブや裏打ち部材を有し、例えば、流体が微細加
工されたスロットから流出することを防止する。裏打ち部材は、幾つかの実施例において
、さらなる曲げ剛性を提供したり、スロットを有する管状部材における応力を減少する等
の他の利点を提供する。以下に、図２９乃至図３７に示される裏打ち部材などの幾つかの
実施例について説明する。本発明による異なる裏打ち部材は、管状部材の形状を有し、ス
ロットを有する管状部材即ち本体に対する裏打ち部材以外の用途において使用されてもよ
い。他の用途としては、カテーテル、スロットを有する管状部材即ち本体の外側カバー、
体液や薬液の導管等に使用され、崩壊抵抗即ちねじれ抵抗、曲げに対する可撓性、或いは
これら両方が必要な場合にも使用される。
【０１０６】
　従って、幾つかの実施例において、本体の少なくとも一部と同軸線である管状のポリマ
ースリーブを有してもよい。例えば、本体は、管状であってもよく、スリーブは、本体の
内側又は、本体の少なくとも一部の内側に位置されてもよい。スリーブは、例えば、医療
用具がカテーテルとして使用されて、薬剤を特定の部位に搬送する場合、スロットからの
流体の漏れを防止する。異なる実施例において、スリーブは、摺動可能に本体に配置され
てもよく、或いは、１つ以上の場所において本体に装着されてもよい。
【０１０７】
　図２９に関して、微細加工された金属製の管状部材（例えば、本体又は管状部材６０１
）は、裏打ち部材６０７を有してもよく、同裏打ち部材は、スロット６０２を覆い、金属
製の管状部材６０１においてスロット６０２から流体が漏れることを防止する。裏打ち部
材６０７の望ましい特性は、高い横方向の可撓性、ねじれに対する抵抗、ルーメンの優れ
た硬度及び潤滑性、高い破裂圧力、及び最小限の壁厚である。幾つかの実施例において、
裏打ち部材６０７が、金属製の管状部材の内壁に密接しない場合は、医療用具の性能に特
に有益である。従って、例示的な実施例において、環状部６１３がスロットを有する管状
部材６０１と裏打ち部材６０７との間に位置される。
【０１０８】
　図２９に示された実施例において、裏打ち部材６０７は、医療用具即ちカテーテルが狭
い半径において屈曲しても、ねじれたり崩壊しないような十分な壁厚を有する必要がある
。他の実施例において、より薄いポリマーからなる裏打ち部材は、スロットを有する管状
部材の内壁に接合（例えば、接着剤により）されてもよい。しかし、接合された裏打ち部
材及び厚壁の裏打ち部材は、医療用具即ちカテーテルを強化し過ぎて、臨床性能が低下す
ることがある。
【０１０９】
　従って、異なる実施例において、極めて薄く且つ高い可撓性を備えるが、屈曲時に崩壊
しない裏打ち部材が提供される。そのような裏打ち部材は、コイル、ブレイド、リング、
１つ以上のグルーブ、又はベローズ即ち波状部分などの耐崩壊構造を有してもよい。支持
された裏打ち部材は、例えば、約０．０００５インチ（約０．００１３ｃｍ）程度の壁厚
を有し、屈曲時に崩壊することはない。これは、可撓性及びカテーテルルーメンの最大化
の両方の観点からも有利である。裏打ち部材６０７は、基端部及び先端部において、スロ
ットを有する管状部材に接合されてもよく、幾つかの実施例においては、この設計により
構成される可撓性の効果を損なうことなく、中間位置において接合されてもよい。
【０１１０】
　例示的な実施例において、図３０は、例えば、埋め込まれたコイル６１０からなる耐崩
壊構造を有する裏打ち部材６０３を備えたカテーテルのスロットを有する管状本体６０１
を示す。裏打ち部材６０３は、示された全てのスロットを覆うが、幾つかの実施例におい
ては、裏打ち部材６０３は、管状本体６０１を貫通して部分的に延びて、その部分のスロ
ットの一部だけを覆ってもよい。裏打ち部材６０３は、外ポリマー層６０５及び内ポリマ
ー層６１５を有してもよく、コイル６１０は、これら２つのポリマー層６０５，６１５の
間に配置される。
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【０１１１】
　図３０に示される裏打ち部材は、最初にスロットを有する管状部材６０１内にポリマー
チューブ６０５を形成、即ち、取り付けて製造されてもよい。例えば、ポリマーチューブ
６０５は、スロットを有する管状部材６０１にブロー加工されてもよい。従って、ポリマ
ーチューブ６０５は、スロットを有する管状部材６０１の内壁に接触する。ポリマーは、
例えば、ポリエチレン、ペバックス（登録商標ＰＥＢＡＸ）、ハイトレル（登録商標ＨＹ
ＴＲＥＬ）、或いは他の好適な材料であってもよい。ポリマーチューブ６０５をブロー加
工する工程では、熱、圧力、或いはこれら両方を利用して、ポリマーチューブ６０５を膨
張させる。次に、コイル６１０は、マンドレルに固定されて、第１ポリマーチューブ６０
５内に摺動されてから解放される。コイル６１０は、第１ポリマーチューブ６０５のボア
よりも大きい直径において、メモリ位置を有し、コイル６１０は、解放された時に、ポリ
マーチューブ６０５に接触するまで膨張する。第２ポリマーチューブ６１５が、次に、ブ
ロー加工され、例えば、コイル６１０のボアに加工される。そのため、コイル６１０は、
ポリマーチューブ６０５，６１５の間に埋め込まれて、これらのポリマーチューブは互い
に接合され、コイル６１０のループ管において接触する。コイル６１０は、金属又はポリ
マー材料から形成されてもよい。異なる実施例において、ステンレス鋼、プラチナ、及び
ニッケルチタンなどの金属が使用されてもよく、或いは、ナイロン、ポリエステル、及び
ポリイミドなどのポリマーが使用されてもよい。
【０１１２】
　図３１は、外側に耐崩壊構造６２０を備えたポリマーチューブ即ち裏打ち部材６１７を
示す。耐崩壊構造６２０は、環状をなし、複数のリングを有してもよく、らせん状であっ
てもよく、１つ以上のコイルを形成してもよく、ブレイドやこれらの構成要素の組合せで
あってもよい。本明細書において、環状とは、円形、リング、又は、直円柱即ちスリーブ
の形状を意味するが、耐崩壊構造に関する場合は、らせん形状即ち渦巻き形状を含まない
。例えば、ブレイドは、対向する方向に巻かれた複数のらせん状コイルからなってもよい
。幾つかの実施例において、これらのらせん状コイルは、交差する際に、共に連結即ち巻
かれてもよい。図３１に示される実施例は、図３０に関して説明された実施例に類似して
おり、外ポリマーチューブ即ち外ポリマー層６０５を有していない。外ポリマー層６０５
は、幾つかの用途においては必要がなく、この層を省略してスペースを節約してもよい。
【０１１３】
　耐崩壊構造６２０は、例えば、丸い（円形又はほぼ円形の断面）ワイヤ、又は、リボン
ワイヤから形成されてもよい。本明細書において、リボンワイヤは、一方の寸法が直交す
る他方の寸法の少なくとも２倍を有する断面を備えたワイヤである。幾つかの実施例にお
いて、一方の寸法が直交する他方の寸法の少なくとも３倍又は４倍、或いはそれ以上の断
面を備えたリボンワイヤが使用されてもよい。リボンワイヤは、平坦な、長形、又は楕円
形の断面を有してもよく、或いは、図３０及び図３１における耐崩壊構造６１０や耐崩壊
構造６２０として示された断面を有してもよい。
【０１１４】
　らせん状コイルの形状をなす耐崩壊構造６２０は、可撓性を提供し、ブレイドからなる
ワイヤが交差する場合に使用される径方向の領域を回避する。他方では、ブレイドは、よ
り高い引張強度、ねじれ剛性、又はこれらの両方を提供し、裏打ち部材６１７と耐崩壊構
造６２０のアセンブリのさらなる代替物を構成する。耐崩壊構造６２０に関する他の実施
例は、複数の始点を有するらせん状コイルであり、同コイルは、多重層、交互に配置され
るらせん方向、或いは、これらの両方を有する。交互に配置されるらせん方向は、付加さ
れた引張強度、ねじれ剛性、又はこれらの両方を提供するが、曲げに対する可撓性を減少
する。
【０１１５】
　ワイヤ（例えば、耐崩壊構造６２０の）は、プラチナ合金、ステンレス鋼やニチノール
のような金属などの放射線不透過性材料から形成されてもよい。他の実施例において、耐
崩壊構造６２０は、ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、
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又はポリプロピレンなどの硬質ポリマーから構成されてもよい。内ポリマーチューブ即ち
裏打ち部材６１７は、テフロン（登録商標ＴＥＦＬＯＮ）、ポリエチレン、ウレタン、シ
リコーン、又は他の熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）から形成されてもよい。例示される
実施例において、使用されるニチノール製のリボンコイルからなる耐崩壊構造６２０は、
外径０．０２１インチ（約０．０５３ｃｍ）及び壁厚約０．００１インチ（約０．００２
５ｃｍ）のＰＴＦＥからなるチューブ６１７の上方に、約０．００９インチ（約０．０２
３ｃｍ）のピッチで巻かれた、リボンの厚さ約０．０００６インチ（約０．００１５ｃｍ
）及び幅約０．００５インチ（約０．０１３ｃｍ）を有する。
【０１１６】
　コイル又はブレイドからなる耐崩壊構造６２０は、コイル又はブレードのバネ作用、或
いは、パリレン、ウレタン、シリコーン、エポキシなどの薄いポリマーコーティングによ
り、ポリマーチューブ（裏打ち部材６１７）の外壁に保持される。これに代えて、コイル
又はブレイドからなる耐崩壊構造６２０は、これらの間における最小限の力により、ポリ
マーチューブの周囲に係合するように構成されて、増加した可撓性に対して層間における
相対運動を可能にする。他の実施例において、耐崩壊構造６２０が、ポリマーからなる裏
打ち部材６１７に熱融合される。
【０１１７】
　図３２は、管状部材即ち裏打ち部材６２５のグルーブを有するポリマーチューブの断面
を示す。この実施例において、上記された耐崩壊構造６２０に対して、他の構成要素を必
要としないで、より高い可撓性とねじれ抵抗が付与される。ポリマー裏打ち部材６２５は
、グルーブ６３０を有することにより、可撓性を備える薄い領域６２７と、ねじれ抵抗を
有する隆起部即ち厚い領域６２８とを構成して、耐崩壊構造として作動する。この構成は
、複数の円形グルーブ６３０からなり、これは、単一の始点又は多数の始点を有する、１
つ以上の連続するらせん状グルーブ６３０からなる。これにより、多数のリング状の厚い
領域６２８，或いは、１つ以上のらせん状の厚い領域６２８が形成される。本明細書にお
いて、厚い領域６２８又はグルーブ６３０は、耐崩壊構造として見なされもよい。幾つか
の実施例は、グルーブ６３０、及び異なる耐崩壊構造（例えば、耐崩壊構造６２０）の両
方を有してもよく、耐崩壊構造はグルーブ６３０内に配置される。例えば、コイル状の耐
崩壊構造６２０は、対応するらせん状のグルーブ６３０内に嵌合される。
【０１１８】
　グルーブ６３０は、例えば、研磨、機械加工、熱成形、又は溶接により形成されてもよ
い。これに代えて、この構造は、管状部材上に類似する材料からなるコイルを巻いて、こ
れらを共に熱溶着させて、形成されてもよい。グルーブ６３０の幅、深さ、及び間隔は、
変更されて、チューブ（例えば、裏打ち部材６２５）の特性を最適化してもよい。例示さ
れた実施例は、壁厚の４分の３の深さ、壁厚とほぼ同じ幅、壁厚の約２倍のピッチを有す
る、単一のらせん状グルーブ６３０を使用する。
【０１１９】
　幾つかの実施例において、管状部材即ち裏打ち部材６１７又は薄い領域６２７は、波状
或いは図３３乃至図３６に示されるベローズに類似した構成に変形されてもよい。図３３
に示す実施例において、例えば、裏打ち部材６１７は、耐崩壊構造６２０の内側に配置さ
れており、湾曲部即ち耐崩壊構造の部分の間において、径方向外方へ変形される。従って
、裏打ち部材６１７は、外向きの巻き線即ち波状部分６４１を形成する。同様に、薄い領
域６２７は、図３４において変形されて、外向きの波状部分６４１を形成する。図３５及
び図３６において、裏打ち部材６１７は、耐崩壊構造６２０に接合されて、径方向内向き
に変形されて、内向きの巻き線即ち波状部分６４２を形成する。幾つかの実施例において
、外ポリマー層（例えば、上記された管状部材、即ちポリマー層６０５）を有してもよい
。変形された薄い領域６２７、波状部分６４１，６４２は、らせん状、環状であってもよ
い。
【０１２０】
　波状部分６４１，６４２は、管状部材即ち裏打ち部材６１７に形成されて、耐崩壊構造
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を構成してもよく、或いは、耐崩壊構造６２０などの異なる耐崩壊構造と組み合わされて
もよい。変形された薄い領域６２７又は波状部分６４１，６４２を有する実施例は、他の
実施例に比べて、屈曲時により可撓性を有する。そのような実施例は、崩壊又はねじれに
対して抵抗する際に良好に機能する。裏打ち部材６１７の外側に波状部分及び異なる耐崩
壊構造の両方を有する実施例において、内向きの波状部分６４２は、所定の耐崩壊構造６
２０及び裏打ち部材６１７に対して、外向きの波状部分６４１よりもより可撓性を有する
。加えて、内向きの波状部分６４２が、屈曲部の半径をより狭くするのは、裏打ち部材６
１７が、屈曲部の内側の耐崩壊構造６２０の接近するバンド即ちループに干渉しないため
である。
【０１２１】
　他方では、外向きの波状部分６４１は、内向きの波状部分６４２のように、ルーメンに
進入することはない。しかし、他の実施例においては、裏打ち部材の内側の耐崩壊構造が
あってもよい（例えば、裏打ち部材６０３の内層６０５の内側にある図３０において示さ
れる耐崩壊構造６１５）。そのような実施例において、内向きの波状部分は、耐崩壊構造
の接近するループに干渉してもよい。また、波状部分は、２層（例えば、図３０に示す層
６０５，６１５）を有する裏打ち部材に形成されてもよく、その場合に、内向き又は外向
きの波状部分は、耐崩壊構造の接近するループに干渉する。
【０１２２】
　外向きの波状部分６４１は、耐崩壊構造６２０により同軸状に支持された即ち囲まれた
管状部材６１７に熱、内圧、又はこれら両方を付与して形成される。そのような工程にお
いて、管状部材即ち裏打ち部材６１７の壁厚は、波状部分が形成されると、より薄くなる
。
　外向きの波状部分６４１は、裏打ち部材６１７（例えば、軸線方向に）を圧縮して形成
されてもよく、熱、内圧、又はこれら両方と組み合わせて行われてもよい。外向きの波状
部分６４１は、例えば、円形又はらせん状の波形を施した型により形成されてもよい。そ
のような方法が、例えば、耐崩壊構造６２０などの異なる耐崩壊構造を備えていない実施
例に使用されてもよい。型による成形には、熱、内圧、又はこれら両方の付与が伴う。型
を使用する実施例において、耐崩壊構造６２０は、省かれても、成形後に取り付けられて
も、或いは、波状部分６４１が形成された後に裏打ち部材６１７上に取り付けられてもよ
い。外向き波状部分６４１は、耐崩壊構造６２０の直径が裏打ち部材６１７の直径よりも
小さい場合には、裏打ち部材６１７に耐崩壊構造６２０を取り付けることにより形成され
てもよい。加熱されて、裏打ち部材６１７を軟化させてもよい。
【０１２３】
　内向き波状部分６４２は、例えば、管状部材即ち裏打ち部材６１７（そこに配置された
耐崩壊構造６２０と共に）を延伸して形成されてもよく、裏打ち部材６１７は加熱され、
冷却された後に、軸線方向に圧縮されるが、延伸処理中に使用されるよりも低温で加熱さ
れる。この方法は、例えば、ＰＴＦＥから形成された裏打ち部材６１７に使用されてもよ
い。圧縮する際に低温で行うことにより、延伸処理中に裏打ち部材６１７に付与された延
伸が復元することを回避できる。内向き波状部分６４２を形成する方法は、外圧を裏打ち
部材６１７に付与する工程を伴ってもよく、裏打ち部材６１７は、耐崩壊構造６２０に接
合或いは支持される。外圧は、軸線方向における圧縮に加えて、或いは、軸線方向におけ
る圧縮の代わりに、使用されてもよい。
【０１２４】
　図３６に示される別の実施例において、らせん状の耐崩壊構造６２０が、装着され、内
側に配置され、又は、裏打ち部材６１７に取り付けられ、次により小径を有するコイル６
４０（即ちより小さいコイルの直径）が、内向き波状部分６４２を形成する耐崩壊構造６
２０の巻き線の間において、裏打ち部材６１７に巻き付けられる。外圧、軸線方向におけ
る圧縮、熱、又はこれらの組合せが、コイル６４０に加えて使用されてもよい。
【０１２５】
　本明細書において、多くの実施例は、その長さに沿って一定ではなく、長さに沿って異
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なる曲げ剛性を有する。例えば、曲げ剛性は、基端部から先端部へ減少してもよい。幾つ
かの実施例において、裏打ち部材の曲げ剛性は、相応に異なってもよい。管状部材即ち裏
打ち部材６１７に沿った曲げ剛性は、その長さの一部又は長さ全体に沿って徐々に変化し
てもよく、曲げ剛性の増加が一カ所以上で生じてもよい。曲げ剛性におけるこのような変
化は、裏打ち部材６１７の壁厚、波状部分（例えば、６４１，６４２）の形状、或いは、
これら両方を変化させることにより行われてもよい。本明細書において、管状部材６１７
の波形状には、軸線方向における寸法や径方向における寸法や波形状が耐崩壊構造６２０
から内方又は外方へ延びるかどうかが含まれている。幾つかの実施例において、裏打ち部
材６１７の壁厚の変化は、例えば、波状部分６４１，６４２を形成する際に、裏打ち部材
６１７の延伸される量を変化させることにより行われてもよい。従って、裏打ち部材６１
７の壁厚及び波状部分６４１，６４２の形状は、相互に関連（ｉｎｔｅｒｒｅｌａｔｅｄ
）させても、或いは、組み合わされてもよい。
【０１２６】
　一実施例において、波状部分（例えば、６４１，６４２）の形成中に、先端部において
さらに加熱されてもよい。この熱により、管状部材即ち裏打ち部材６１７が、その位置に
おいてより軟化し、付与された引張力又は圧力により、より変形しやすくなる。従って、
等しい引張力又は圧力が裏打ち部材６１７に沿って付与されるが、波状部分（例えば、６
４１，６４２）は、先端部においてより顕著になり（即ち、径方向においてより大きくな
る）、裏打ち部材６１７をその位置において延伸して、より薄い壁厚を形成する。そのた
め、裏打ち部材６１７は、異なる波形状、より薄い壁厚、或いはこれら両方により、先端
部においてより可撓性を有する。
【０１２７】
　幾つかの実施例において、波状部分６４１，６４２は、基端部ではなく、先端部におい
て形成されてもよく、或いは、波状部分が先端方向においてより顕著になってもよい。こ
れは、型により成形されてもよく、より薄い壁厚の形成は、より顕著な波状部分、例えば
、外向きの波状部分６４１の形成を伴ってもよい。
【０１２８】
　これに加えて、或いは、これに代えて、幾つかの実施例において、耐崩壊構造６２０の
ピッチは、管状部材即ち裏打ち部材６１７の長さに沿って変更されて、管状部材６１７の
曲げ剛性を変化させてもよい。例えば、耐崩壊構造６２０のピッチは、先端部においてよ
り大きく、裏打ち部材６１７の同位置において、基端部と比較して、より大きな波状部分
６４１，６４２を構成する。例示される実施例において、耐崩壊構造６２０は、先端部に
おいてより大きいピッチを有するように、初期段階において形成されてもよい。幾つかの
実施例において、耐崩壊構造６２０は、裏打ち部材６１７に取り付けられ、或いは、裏打
ち部材６１７に接合される。次に、圧力が付与される。加圧中に加熱されてもよい。耐崩
壊構造６２０の部分即ちループ間における裏打ち部材６１７のより大きい先端部は、加圧
により、裏打ち部材６１７のより小さい基端部に比べて、より変化する。これは、より大
きい寸法及び先端部におけるより薄い壁厚を有する波状部分６４１，６４２を形成し、基
端部に比べて、先端部においてより低い曲げ剛性を生じる。
【０１２９】
　別の実施例において、耐崩壊構造６２０は、初期段階において、その長さに沿って連続
するピッチを有してもよく、このような状態において、裏打ち部材６１７に接合され、或
いは形成されてもよい。次に、裏打ち部材６１７及び耐崩壊構造６２０は、先端部におい
て延伸されてもよく、それにより、基端部と比較して、先端部における耐崩壊構造６２０
のより大きなピッチと、裏打ち部材６１７のより薄い壁厚を形成する。さらに加圧するこ
とにより、先端部においてより顕著でより薄い壁厚を有する波状部分６４２を形成する。
延伸中、加圧中、又はこれら両方において、加熱されてもよく、裏打ち部材６１７に沿っ
て量を変化させる場合に加圧されてもよい。
【０１３０】
　さらに別の実施例において、耐崩壊構造６２０は、初期段階において、先端部において
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より小さいピッチを有してもよく、このような状態において、裏打ち部材６１７に接合さ
れ、或いは形成されてもよい。次に、裏打ち部材６１７及び耐崩壊構造６２０は、先端部
において延伸されてもよく、それにより、延伸される前と比較して、先端部における耐崩
壊構造６２０のより大きなピッチと、裏打ち部材６１７のより薄い壁厚を形成する。異な
る実施例において、耐崩壊構造６２０の先端部におけるピッチは、基端部におけるピッチ
よりも小さくしても、ほぼ同じにしても、或いは、より大きくしてもよい。次に、加圧す
ることにより、より薄い壁厚を有し、先端部においてより顕著（例えば、より大きな径方
向の寸法を有する）となる波状部分６４１，６４２が形成される。再び、延伸中、加圧中
、又はこれら両方の処理を行う間に、加熱されてもよい。
【０１３１】
　さらに、幾つかの実施例は、基端部又は中間位置における外向きの波状部分６４１から
、先端部における内向きの波状部分６４２に移行する。そのような実施例により、先端部
において屈曲部の半径をより狭くし、先端部における曲げ剛性をより少なくする。
【０１３２】
　異なる実施例において、耐崩壊構造６２０は、裏打ち部材６１７の外面又は内面に、エ
ポキシなどにより接合されてもよい。幾つかの実施例において、耐崩壊構造６２０は、裏
打ち部材６１７内に、完全又は部分的に埋め込まれてもよい。裏打ち部材６１７は、異な
る種類の材料から形成されてもよく、ＰＴＦＥからなる内層やエラストマーからなる外層
（例えば、ＰＥＢＡＸ）等のポリマー材から形成されてもよい。これらの線状の構成要素
のいずれのルーメンも、親水性コーティング剤などの滑らかなコーティング剤でコーティ
ングされてもよい。
【０１３３】
　一実施例は、増加された可撓性が求められる或いは望ましい、医療用具の先端部付近の
みにグルーブされたポリマーからなる管状部材を有してもよい。異なる実施例の寸法の範
囲は、ルーメンの直径が約０．０１２インチ（約０．０３０ｃｍ）乃至約０．１インチ（
約０．２５ｃｍ）の範囲であって、裏打ち部材の壁厚が約０．０００５インチ（約０．０
０１３ｃｍ）乃至約０．０１５インチ（約０．０３８ｃｍ）の範囲である。
【０１３４】
　図２９に関して、異なる実施例は、裏打ち部材の固定を必要とする。通常、裏打ち部材
６０７を構成するには、外側にスロットを有するニチノール（ＮｉＴｉ）からなる管状部
材６０１に固定される必要があり、それにより実際の医療用具が形成される。裏打ち部材
６０７は、例えば、基端部及び先端部において金属からなる管状部材６０１に接合される
。中間の固定位置が構成されて、特に、引張荷重、ねじれ荷重、又はこれら両荷重が、金
属からなる管状部材６０１から、裏打ち部材６０７へ伝達される。これらの中間位置が、
金属からなる管状部材６０１のスロットを有する部分の基端部及び中間部に構成される。
【０１３５】
　上記した実施例及び構成は、単に本発明の原理の用途を説明したものである。当業者で
あれば、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、数々の変更例および代替の構成
を考案することができるであろう。本願の請求項は、これらの変更例および構成を含むも
のである。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本発明の原理に従って構成された中実体の医療用具の一実施例を示す一部破断側
面図。
【図２】本発明の原理による中実体又は管状のガイドワイヤにおいて使用される異なる種
類のスロットを含む医療用具の一部を示す部分側面図。
【図３】本発明の原理による放射線不透過性コイルを周囲に備える医療用具の先端を示す
部分側面図。
【図４】軸線を中心にしてほぼ等間隔に配置され、軸線にほぼ直交する２つのスロットか
らなる組又はグループを備えて形成された本発明による医療用具の一実施例の一部を示す
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部分側面図であって、各グループの各スロットは、軸線に沿ってほぼ同じ位置に配置され
る。
【図５】軸線を中心にしてほぼ等間隔に配置され、軸線にほぼ直交する２つのスロットか
らなる組又はグループを備えて形成された本発明による医療用具の一実施例の一部を示す
部分側面図であって、各グループの各スロットは、軸線に沿って異なる位置に配置される
。
【図６】本発明によるスロットを備えて形成されたテーパ状の医療用具を示す部分断面図
。
【図７】本発明によるスロット及びコイル状の先端を備えて形成された中実体の医療用具
を示す部分断面図。
【図８】本発明による例示的なガイドワイヤを示す斜視図であって、ガイドワイヤはスロ
ットを有する管状の本体、中実体コアワイヤ、及びコイルを備える。
【図９】図８のガイドワイヤのコアワイヤを示し、コアワイヤの研磨形状を説明する側面
図。
【図１０】追加された中間コイルを備える図８のガイドワイヤのコアワイヤを示す側面図
。
【図１１】中間コイル及び先端マーカコイルを備える図８のガイドワイヤのコアワイヤを
示す側面図。
【図１２】中間コイル、先端マーカコイル、及び基端コイルを備える図８のガイドワイヤ
のコアワイヤを示す側面図。
【図１３】中間コイル、先端マーカコイル、基端コイル、及び微細加工された管状部材を
備える図８のガイドワイヤを示す側面図。
【図１４】本発明による微細加工された管状部材の一部を示す側面図であって、同管状部
材即ち本体の構成を示す例示的実施例を説明する。
【図１５】図１４のスロットを有する管状部材即ち本体の図１４の１５－１５線における
断面図。
【図１６】ねじれ力を受けた図１４に示すような微細加工された管状部材の一部を示す側
面図であって、ねじれによる変形又はひずみを説明する。
【図１６Ａ】グループごとに３つのスロットを有する管状部材を示す概略図。
【図１６Ｂ】図１６Ａにおけるスロットを有する管状部材を別の角度より示す断面図。
【図１６Ｃ】図１６Ａのスロットを有する管状部材を別の角度より示す断面図であって、
隣接するグループとの間の回転角度の実施例を示す。
【図１６Ｄ】図１６Ａのスロットを有する管状部材を別の角度より示す断面図であって、
隣接するグループとの間の回転角度の実施例を示す。
【図１７】微細加工されたガイドワイヤのセグメントに沿って軸線方向におけるスロット
の配向分布の一例を示す図。
【図１８】例示的な実施例におけるスロットの配向分布を説明する微細加工された管状部
材の一部を示す側面図。
【図１９】図１８に示されたスロットセット分布をさらに説明する図。
【図２０】本発明により形成された管状の医療用具を示す破断側面図。
【図２１Ａ】本発明による管状の医療用具の実施例を示す側面図であって、同医療用具は
、軸線を中心にしてほぼ等間隔に配置され、軸線にほぼ直交するスロットを有する。
【図２１Ｂ】本発明による管状の医療用具の他の実施例を示す側面図であって、同医療用
具は、軸線を中心にしてほぼ等間隔に配置され、軸線にほぼ直交するスロットを有する。
【図２２】本発明による管状の医療用具のさらに他の実施例を示す側面図であって、同医
療用具は、軸線を中心にしてほぼ等間隔に配置され、軸線にほぼ直交するスロットを有す
る。
【図２３Ａ】本発明による管状の医療用具の他の実施例の一部を示す側面図であって、ス
ロットは軸線に直交しない。
【図２３Ｂ】本発明による管状の医療用具の他の実施例の一部を示す側面図であって、ス
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【図２４】本発明による中空の医療用具において使用されるスロットの異なる３つの種類
を示す部分側面図。
【図２５】本発明による連結歯を形成するスロットを備える管状の医療用具の他の実施例
を示す部分側面図。
【図２６】中央に金属製の導体を有する金属製の管状のガイドワイヤ又はカテーテルの一
部破断側面図であって、同用具は、電気測定を行ったり、電磁気信号を本体に送ったりす
る場合の使用に適している。
【図２７】円形及び楕円形のカテーテルのルーメン内に配置されるガイドワイヤを示す断
側面図。
【図２８】カテーテル又は他のルーメンを通るガイドワイヤの蛇行する経路を示す図であ
って、ガイドワイヤは押圧されルーメン内に押し込まれる。
【図２９】カテーテルなどの裏打ち部材を有するスロットを備えた管状部材の一部を示す
破断側面図であって、裏打ち部材はスロットから流体が漏れることを防止し、本体と裏打
ち部材との間のスペースにより、本体の曲げに対する可撓性が促進される。
【図３０】裏打ち部材を有するカテーテルなどの、スロットを備えた管状部材の一部を示
す破断側面図であって、同裏打ち部材は耐崩壊構造として作動し、裏打ち部材が崩壊する
ことを防止する埋め込みコイルを有する。
【図３１】耐崩壊構造として外部コイル、ブレイド、又は環状リングを備えて構成された
裏打ち部材の一部を示す破断側面図。
【図３２】耐崩壊構造として作動し、崩壊を防止する１つ以上のグルーブを備えて構成さ
れた裏打ち部材の一部を示す破断側面図。
【図３３】らせん状の耐崩壊構造のループ間において外方に延びる波状部分を形成する裏
打ち部材を示す一部破断側面図。
【図３４】図３２に示される裏打ち部材の厚みが薄い領域の変形を示す断面図。
【図３５】らせん状の耐崩壊構造から内方に延びる波状部分を形成する裏打ち部材を示す
一部破断側面図。
【図３６】らせん状の耐崩壊構造から内方に延びる波状部分を形成する裏打ち部材を示す
一部破断側面図であって、内方の波状部分はコイルによって支持される。
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