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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
線状の芯材と、
前記芯材の少なくとも一部を覆い、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と金属酸化
物の粉末よりなる造影剤とが添加された樹脂層と、
前記樹脂層に設けられ、前記発色剤の発色による発色部とを有することを特徴とするガ
イドワイヤ。
【請求項２】
前記芯材の先端部に、前記樹脂層より造影機能が高い造影部を有する請求項１に記載の
ガイドワイヤ。
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【請求項３】
外径がほぼ一定の本体部と、該本体部の先端側に設けられ、その外径が先端に向かって
漸減するテーパ部とを有する線状の芯材と、
前記芯材の外周を被覆する被覆層であって、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と
金属酸化物の粉末よりなる造影剤とが添加された第１樹脂層と、前記第１樹脂層の先端側
に位置する第２樹脂層とを有する被覆層と、
前記第１樹脂層に設けられ、前記発色剤の発色による発色部とを有し、
前記第１樹脂層の先端部と前記第２樹脂層の基端部とが重なっている重なり部を形成し
、該重なり部の少なくとも一部が前記テーパ部上に位置していることを特徴とするガイド
ワイヤ。

20

(2)

JP 4282979 B2 2009.6.24

【請求項４】
外径がほぼ一定の本体部と、該本体部の先端側に設けられ、その外径が先端に向かって
漸減するテーパ部とを有する線状の芯材と、
前記芯材の外周を被覆する被覆層であって、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と
金属酸化物の粉末よりなる造影剤とが添加された第１樹脂層と、前記第１樹脂層の先端側
に位置する第２樹脂層とを有する被覆層と、
前記第１樹脂層に設けられ、前記発色剤の発色による発色部とを有し、
前記第１樹脂層の先端部と前記第２樹脂層の基端部とが重なっている重なり部を形成し
、該重なり部において、前記第１樹脂層の厚さが先端に向かって減少し、前記第２樹脂層
の厚さが先端に向かって増加することを特徴とするガイドワイヤ。
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【請求項５】
外径がほぼ一定の本体部と、該本体部の先端側に設けられ、その外径が先端に向かって
漸減するテーパ部とを有する線状の芯材と、
前記芯材の外周を被覆する被覆層であって、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と
金属酸化物の粉末よりなる造影剤とが添加された第１樹脂層と、その少なくとも一部が前
記第１樹脂層と前記芯材との間に位置する第２樹脂層とを有する被覆層と、
前記第１樹脂層に設けられ、前記発色剤の発色による発色部とを有することを特徴とす
るガイドワイヤ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、ガイドワイヤに関し、特に、内視鏡を経由して生体内に挿入されるガイドワイ
ヤ（経内視鏡用ガイドワイヤ）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡を用いた生体管腔等の観察や処置においては、内視鏡やその内視鏡のルーメンに挿
入されたカテーテルを生体管腔等の所定位置まで誘導するために、ガイドワイヤが用いら
れる。
【０００３】
ガイドワイヤを挿入する際、ガイドワイヤが単色であると、軸方向に動いていても動きが
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分らないため、ガイドワイヤの表面に位置等を示すマークが設けられているのが好ましい
。このため、従来より、ガイドワイヤに対し種々のマークを設ける方法が提案されている
。
【０００４】
例えば、ポリテトラフルオロエチレン（テフロン：テフロンは登録商標）等からなり、着
色された複数の縞模様を有する中空チューブをガイドワイヤの芯材の上から熱収縮させて
包むことにより付着させる方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
しかし、この方法では、ガイドワイヤの形成と同時にマークを設けるため、所望の位置に
マークを設けることが困難である。また、マークの形状や幅も全体に画一的になってしま
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うという制約がある。
【０００６】
また、マークを印刷により形成する方法が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
しかし、印刷による方法では、インクが耐溶媒性を持たないため、マーク形成後、ガイド
ワイヤの表面に親水性ポリマー等の潤滑コートを行うことが困難であり、また、曲面への
マーキングが難しいこと、インクを乾燥させる時間が必要であること、使用中にインクが
剥離し生体中に流入する可能性があること等の欠点がある。
【０００８】
上記印刷による方法の欠点を解消する方法として、マークを印刷した後に透明なフッ素樹
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脂のコーティング層を設ける方法もある（例えば、特許文献３参照）。
【０００９】
しかし、インクの乾燥工程やコーティング層の形成工程が必須になるなど、製造工程が複
雑なものとなり、また、コーティング層に透明な樹脂しか用いることができないという設
計上の制約もある。
【００１０】
さらに、スチール製のカテーテル誘導ワイヤ（ガイドワイヤ）のカラーマークを形成させ
る部位をテンパーカラー（焼戻し色）が現出する温度で加熱する方法が知られている（例
えば、特許文献４参照）。
【００１１】
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しかし、この方法は、スチール製のカテーテル誘導ワイヤにしか用いることができない。
また、ガイドワイヤの芯材として一般的に用いられている超弾性合金（Ｎｉ−Ｔｉ合金）
は、加熱等の熱処理により物性が変化し易いので、このような方法は適さない。さらに、
特許文献４には、マークをスタンピングやレーザ光照射によって形成する方法も記載され
ている。しかし、前者の方法では、形成されるマーク部分が隆起するという欠点があり、
後者の方法では、形成されるマーク部分が窪むという欠点がある。
【００１２】
ところで、ガイドワイヤやカテーテルを内視鏡を介して生体管腔等の所定位置まで挿入す
るとき、内視鏡で観察できる範囲から外れて、更に末梢の管腔へ挿入する場合がある。末
梢の管腔を診断するために、Ｘ線造影剤を注入し、Ｘ線を照射して管腔の径や形状を観察
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することが行なわれる。管腔に挿入されたガイドワイヤは、その先端の位置を把握する必
要から、Ｘ線にて造影可能な材料をその構成材料の一部としている。
【００１３】
このような内視鏡を介して挿入されるガイドワイヤについて、内視鏡下で視認可能なマー
クを備えつつ、Ｘ線造影が可能なものとしては、前述の特許文献１に記載のものの他に、
特許文献５に記載のものが挙げられるが、同文献においても、マークの形成方法としては
、予め模様の入ったチューブを熱収縮させたり、塗料を芯材に塗布するなど、上述のマー
ク形成における課題を解決し得るものではない。
【００１４】
【特許文献１】
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特表平９−５０１５９３号公報
【特許文献２】
実開平４−１０８５５６号公報
【特許文献３】
実開平４−６３０５４号公報
【特許文献４】
特公平３−２５９４５号公報
【特許文献５】
特開２００１−４６５０８号公報
【００１５】
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【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、Ｘ線等による造影性を確保しつつ、所望の位置に所望の形状やサイズの
消失し難いマーカを有し、マーカの形成の際に発熱を抑制し、より鮮明なマーカを得るこ
とができるガイドワイヤを提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
このような目的は、下記（１）〜（５）の本発明により達成される。
【００１７】
（１）

線状の芯材と、

前記芯材の少なくとも一部を覆い、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と金属酸化
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物の粉末よりなる造影剤とが添加された樹脂層と、
前記樹脂層に設けられ、前記発色剤の発色による発色部とを有することを特徴とするガ
イドワイヤ。
【００１８】
（２）

前記芯材の先端部に、前記樹脂層より造影機能が高い造影部を有する上記（１）

に記載のガイドワイヤ。
【００１９】
（３）

外径がほぼ一定の本体部と、該本体部の先端側に設けられ、その外径が先端に

向かって漸減するテーパ部とを有する線状の芯材と、
前記芯材の外周を被覆する被覆層であって、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と
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金属酸化物の粉末よりなる造影剤とが添加された第１樹脂層と、前記第１樹脂層の先端側
に位置する第２樹脂層とを有する被覆層と、
前記第１樹脂層に設けられ、前記発色剤の発色による発色部とを有し、
前記第１樹脂層の先端部と前記第２樹脂層の基端部とが重なっている重なり部を形成し
、該重なり部の少なくとも一部が前記テーパ部上に位置していることを特徴とするガイド
ワイヤ。
【００２０】
（４）

外径がほぼ一定の本体部と、該本体部の先端側に設けられ、その外径が先端に

向かって漸減するテーパ部とを有する線状の芯材と、
前記芯材の外周を被覆する被覆層であって、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と

20

金属酸化物の粉末よりなる造影剤とが添加された第１樹脂層と、前記第１樹脂層の先端側
に位置する第２樹脂層とを有する被覆層と、
前記第１樹脂層に設けられ、前記発色剤の発色による発色部とを有し、
前記第１樹脂層の先端部と前記第２樹脂層の基端部とが重なっている重なり部を形成し
、該重なり部において、前記第１樹脂層の厚さが先端に向かって減少し、前記第２樹脂層
の厚さが先端に向かって増加することを特徴とするガイドワイヤ。
【００２１】
（５）

外径がほぼ一定の本体部と、該本体部の先端側に設けられ、その外径が先端に

向かって漸減するテーパ部とを有する線状の芯材と、
前記芯材の外周を被覆する被覆層であって、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と
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金属酸化物の粉末よりなる造影剤とが添加された第１樹脂層と、その少なくとも一部が前
記第１樹脂層と前記芯材との間に位置する第２樹脂層とを有する被覆層と、
前記第１樹脂層に設けられ、前記発色剤の発色による発色部とを有することを特徴とす
るガイドワイヤ。
【００２２】
前記金属酸化物は、硫酸バリウム、炭酸バリウム、酸化ビスマスのうちの少なくとも１種
であるのが好ましい。
【００２３】
前記造影剤の平均粒径は、１〜１０μｍであるのが好ましい。
前記樹脂層（第１樹脂層）中の前記発色剤の含有量は、０．０１〜１０重量％であるのが
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好ましい。
【００２４】
前記樹脂層（第１樹脂層）中の前記造影剤の含有量は、３０〜８０重量％であるのが好ま
しい。
【００２５】
前記造影部は、樹脂中に金属粉末よりなる造影剤が添加されたものであるのが好ましい。
【００２６】
前記金属粉末は、タングステンまたは貴金属であるのが好ましい。
前記造影部は、金属製の部材で構成されたものであるのが好ましい。
【００２７】
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前記金属製の部材は、リング状またはコイル状をなすものであるのが好ましい。
【００２８】
前記芯材の先端部は、その外径が先端に向かって漸減するテーパ状をなしているのが好ま
しい。
【００２９】
前記発色部は、螺旋状または環状に形成された部分を有する視認マーカであるのが好まし
い。
【００３０】
前記重なり部において、前記第１樹脂層の厚さが先端に向かって漸減し、前記第２樹脂層
の厚さが先端に向かって漸増するのが好ましい。
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【００３１】
前記重なり部の基端は、前記テーパ部の基端付近に位置し、前記重なり部の先端は、前記
テーパ部の途中に位置しているのが好ましい。
【００３２】
また、前記重なり部の基端は、前記テーパ部の基端より先端側に位置し、前記重なり部の
先端は、前記テーパ部の途中に位置しているのが好ましい。
【００３３】
また、前記重なり部の基端は、前記テーパ部の基端より基端側に位置し、前記重なり部の
先端は、前記テーパ部の途中に位置しているのが好ましい。
【００３４】
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前記重なり部において、前記第２樹脂層が前記第１樹脂層の外側を覆うように積層されて
いるのが好ましい。
【００３５】
また、前記重なり部において、前記第１樹脂層が前記第２樹脂層の外側を覆うように積層
されているのが好ましい。
【００３６】
前記被覆層の外表面において、前記第１樹脂層と前記第２樹脂層との境界は、実質的に段
差のない連続面を構成しているのが好ましい。
【００３７】
前記テーパ部は、そのテーパ角度が途中で変化する部分を有するのが好ましい。
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【００３８】
前記第２樹脂層の少なくとも一部が造影部を構成しているのが好ましい。この場合、前記
第２樹脂層中に、造影剤が添加されているのが好ましい。また、前記第２樹脂層の部位が
前記第１樹脂層の部位に比べて高い造影機能を有するのが好ましい。
【００３９】
前記第１樹脂層中の造影剤の含有量が前記第２樹脂層中の造影剤の含有量より多いのが好
ましい。
【００４０】
前記第２樹脂層中の造影剤は、その全部または一部が金属粉末よりなる造影剤であるのが
好ましい。
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【００４１】
前記芯材は、前記テーパ部の先端側に小径部または小片部を有するのが好ましい。
【００４２】
前記芯材は、異種材料よりなる２種以上の芯材（線材）を連結してなるものであるのが好
ましい。
【００４３】
外表面に親水潤滑性コーティングおよび／または疎水潤滑性コーティングを有するのが好
ましい。
【００４４】
先端側に親水潤滑性コーティング、基端側に疎水潤滑性コーティングを有し、それらの境
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界がガイドワイヤ先端から３０〜５００ｍｍの位置にあるのが好ましい。
【００４５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のガイドワイヤを添付図面に示す好適実施例に基づいて詳細に説明する。
【００４６】
図１および図２は、それぞれ、本発明のガイドワイヤの第１実施形態を模式的に示す縦断
面図および側面図である。なお、説明の都合上、図１および図２中の右側を「基端」、左
側を「先端」という。
【００４７】
図１に示すように、本実施形態のガイドワイヤ１は、線状の芯材２と、この芯材２の少な
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くとも一部を覆う樹脂層（被覆層）３とを有している。
【００４８】
芯材２は、ガイドワイヤ１のほぼ全長に渡って延びている。芯材２は、ガイドワイヤ１の
本体部分に対応する本体部２２と、その先端側に位置するテーパ部２４とで構成されてい
る。本体部２２は、その外径がほぼ一定であり、テーパ部２４は、その外径が先端方向に
向かって漸減している（先細りとなっている）。
【００４９】
このようなテーパ部２４を設けたことにより、本体部２２とテーパ部２４との境界部付近
から先端方向に向かって芯材２の柔軟性が徐々に増し、その結果、ガイドワイヤ１の柔軟
性が増すので、生体に挿入する際の操作性や安全性が向上する。
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【００５０】
芯材２の本体部２２の外径は、特に限定されないが、０．３〜１．０ｍｍ程度とするのが
好ましく、０．４〜０．７ｍｍ程度とするのがより好ましい。
【００５１】
また、テーパ部２４の長さは、ガイドワイヤ１の用途や種類により種々異なり、特に限定
されるものではないが、例えば、１０〜３００ｍｍ程度とすることができる。
【００５２】
このような芯材２の構成材料としては、例えば、ステンレス鋼、Ｎｉ−Ｔｉ系合金、Ｎｉ
−Ａｌ系合金、Ｃｕ−Ｚｎ系合金等の超弾性合金（擬弾性合金）、例えばＣｏ−Ｎｉ−Ｃ
ｒ−Ｆｅ系合金のようなコバルト系合金（コバルト基合金）等の種々の金属材料や、比較
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的高剛性の樹脂材料が挙げられる。
【００５３】
本発明では、異種材料よりなる２種（または２種以上）の芯材（線材）を連結して芯材２
とすることもできる。この場合、両芯材の連結部（接合端面）は、テーパ部２４上、テー
パ部２４より先端側またはテーパ部２４より基端側のいずれの箇所でもよいが、テーパ部
２４上またはテーパ部２４より基端側にあるのが好ましい。また、連結部の結合力をより
高めるために、連結部は、異形断面同士を嵌合した構成のものを用いることができる。両
芯材の連結方法（接合方法）は、特に限定されず、例えば突合せ抵抗溶接のような溶接法
が挙げられる。
【００５４】
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２種の芯材（線材）を連結して芯材２とする場合、基端側の芯材が先端側の芯材より剛性
の高いものであるのが好ましい。これにより、ガイドワイヤ１は、特に両芯材の連結部付
近において優れた柔軟性を得ることができ、また、基端側の部分が剛性（曲げ剛性、ねじ
り剛性）に富んだものとなるため、ガイドワイヤ１は、優れた押し込み性やトルク伝達性
を得て良好な操作性を確保しつつ、先端側においては良好な柔軟性、復元性が得られるこ
ととなる。このような芯材２の一例としては、基端側の芯材をステンレス鋼またはコバル
ト系合金、先端側の芯材を超弾性合金で構成したものが挙げられる。
【００５５】
また、芯材２の外周面に、後述する樹脂層３の密着性を高めるための処理を施してもよい
。この処理としては、例えば、芯材２の外周面の表面粗さを大きくするような処理（粗面
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加工のような物理的処理、薬品を用いた化学的処理、熱処理など）や樹脂層３と芯材２の
間に接着層を設ける処理などが挙げられる。
【００５６】
芯材２の先端部を除く部分は、その外周が樹脂層３により被覆されている。樹脂層３を構
成する樹脂は、特に限定されず、例えば、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリプロピレン
、エチレン−プロピレン共重合体等のポリオレフィン、ポリテトラフルオロエチレン等の
フッ素系樹脂、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリア
ミド、ポリイミド、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−エチレンアクリレート共
重合体、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、ブタジエン−スチレン共重合体、ポリイソプレン、ポリ
ブタジエン等が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を組み合わせて用いること
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ができるが、特に、柔軟性や芯材２への密着性が優れるという理由から、ポリウレタン等
の比較的柔軟性の高い材料が好ましい。
【００５７】
樹脂層３の構成材料中には、レーザ光の照射により発色し得る発色剤と、金属酸化物の粉
末よりなる造影剤とが添加されている。以下これらについて詳述する。
【００５８】
＜発色剤＞
発色剤は、レーザ光の照射により発色を生じるものであれば特に限定されないが、例えば
、雲母、酸化チタン、あるいはこれらの化合物等の無機材料、その他各種有機系発色剤等
が挙げられる。
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【００５９】
また、発色剤として、カーボンブラックやグラファイト等の炭素系微粒子を用いることも
できる。この炭素系微粒子を樹脂層（被覆層）３を構成する材料に混合（分散）して樹脂
層３中に存在させることにより、例えばレーザ光を樹脂層３に照射したときに炭素系微粒
子の炭素が燃焼してＣＯ２となり、ガスとして放出される。従って、レーザ光が照射され
た表面には炭素微粒子が存在しない部分が生じる。一般に、カーボンブラックやグラファ
イト等の炭素系微粒子は、それ自体黒色であり、またそれが混合された樹脂層３も黒色ま
たは暗色となるが、レーザ光照射によって炭素微粒子が存在しなくなった部分は、炭素微
粒子の色（黒色）が脱色し、樹脂層３の材料本来の色となる。そこで、樹脂層３の樹脂材
料またはそこに添加される顔料等によって所望の色の視認マーカ５を形成することができ
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る。特に、黒色の地に、赤、黄、青、緑等の有色（有彩色）の視認マーカ５を形成するこ
とができる。
【００６０】
例えば、芯材２が炭素系微粒子を含有する樹脂にて被覆されたガイドワイヤであって、該
樹脂の表面は、前記炭素系微粒子が存在しないか、他の部分よりも少ない部分を有するこ
とが挙げられる。この他の部分よりも少ない部分が視認マーカ５となって、他の部分の色
と明確に区別することができる。
【００６１】
以上のように、芯材２の外周を被覆する樹脂層３の少なくとも表面に炭素系微粒子による
発色剤が存在することで、レーザ光照射等のエネルギー放射により、白色の他、有色の発

40

色部（視認マーカ５）を形成することができる。
【００６２】
また、例えば、雲母を含む発色剤を用いると、樹脂層３を構成する樹脂材料中に少量添加
しただけで充分な発色を示すこと、発色部分に隆起や窪みが実質的に生じないことという
利点がある。従って、添加量が少量でよいため、非発色部の色調変化が抑えられるという
効果がある。
【００６３】
雲母を含有する発色剤としては、例えば、クロウンモ系列に属する雲母、シロウンモ系列
に属する雲母、合成雲母、さらに、雲母、酸化チタン、酸化ケイ素および酸化アンチモン
ドープ酸化スズからなる組成物、または、雲母および酸化アンチモンドープ酸化スズから
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なる組成物、雲母および酸化チタンからなる組成物、雲母、酸化チタンおよび酸化鉄から
なる組成物、雲母および酸化鉄からなる組成物が挙げられる。上記の発色剤は、１種を単
独で用いてもよく、２種類以上を併用（特に混合）してもよい。
【００６４】
なお、本発明における「発色」には、狭義の発色の他、変色、脱色、退色等の知覚し得る
色の変化がすべて含まれる。前記炭素系微粒子による発色剤を用いた場合には、レーザ光
の照射により炭素系微粒子の色（黒色）が脱色（退色）し、樹脂層３の色（樹脂の色また
はそれに添加された顔料の色）が現われ、発色部を形成する。
【００６５】
樹脂層３中の発色剤の含有量は、発色剤の種類、樹脂材料の組成や特性（特に色調等）に
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もよるが、過不足無く良好な発色を生じるためには、樹脂層３全体に対し、０．０１〜１
０重量％程度であるのが好ましく、０．１〜２重量％程度であるのがより好ましい。０．
０１重量％未満であると、発色が不十分となることがある。本発明では、このような発色
剤の含有量により、レーザ光の照射後の色調や発色強度を調整することができる。
樹脂層３中における発色剤は、均一に分散されているのが好ましいが、例えば樹脂層３の
外表面側に偏在していてもよい。
【００６６】
＜金属酸化物粉末造影剤＞
金属酸化物の粉末による造影剤としては、例えば、Ｘ線に対し造影機能を有するものが挙
げられる。このようなものとしては、例えば、硫酸バリウム、炭酸バリウム、酸化ビスマ
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ス等のＸ線不透過材料が挙げられるが、このなかでも、硫酸バリウム、酸化ビスマスが好
ましい。このような造影剤は、１種を単独で用いてもよく、２種類以上を併用（特に混合
）してもよい。
【００６７】
金属酸化物の粉末による造影剤は、金属粉末による造影剤に比べ、次のような利点がある
。
【００６８】
後述するように、樹脂層３の表面にレーザ光を照射して視認マーカ５を形成するが、その
際、金属粉末による造影剤は、レーザ光の照射による発熱で酸化等の変質を生じ易いのに
対し、金属酸化物粉末による造影剤は、既に酸化物であるため、このような変質がほとん
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どなく、また、レーザ光照射の際に、スパークやそれによる発熱も生じない。従って、レ
ーザ光の種類や照射強度（エネルギ）の選択の自由度が広く、発色剤の発色をより鮮明な
ものとすること（例えば、色のコントラストが大きくなるように発色させること）ができ
、視認マーカ５の視認性向上に寄与する。
【００６９】
このような金属酸化物粉末造影剤の平均粒径は、特に限定されないが、樹脂層３中におけ
る分散性を考慮して、１〜１０μｍ程度であるのが好ましく、２〜４μｍ程度であるのが
より好ましい。
【００７０】
樹脂層３中の金属酸化物粉末造影剤の含有量は、その種類等にもよるが、過不足無く造影
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機能を発揮するためには、樹脂層３全体に対し、３０〜８０重量％程度であるのが好まし
く、５０〜８０重量％程度であるのがより好ましい。３０重量％未満であると、造影機能
が不十分となることがあり、また、８０重量％を超えると、樹脂への混練が難しくなる。
本発明では、このような造影剤の種類や含有量により、造影機能（造影性）を調整するこ
とができる。
【００７１】
樹脂層３中における金属酸化物粉末造影剤は、均一に分散されているのが好ましいが、例
えば樹脂層３の外表面側または内側（芯材２側）に偏在していてもよい。また、樹脂層３
中における金属酸化物粉末造影剤の含有量は、ガイドワイヤ１の長手方向に沿ってほぼ等
しくても、異なっている部分があってもよい。
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【００７２】
なお、樹脂層３は、Ｘ線透視下で造影可能なものに限らず、ＣＴスキャン、ＭＲＩ等にお
いてその位置を確認することができるものであってもよい。
【００７３】
＜造影部＞
このようなガイドワイヤ１では、芯材２の先端部に、樹脂層３よりＸ線造影機能（造影性
）が高い造影部（後述する第２樹脂層３２に対応する）４を有する。この造影部４は、例
えば、樹脂中に金属粉末よりなる造影剤が添加されたものである。
【００７４】
造影部４を構成する樹脂は、芯材２の先端部を覆っており、この樹脂としては、前述した

10

樹脂層３の構成材料と同様のものを挙げることができる。この場合、造影部４を構成する
樹脂は、樹脂層３を構成する樹脂と同種のものを用いてもよいが、樹脂層３を構成する樹
脂より柔軟性に富んだ樹脂（軟質樹脂）を用いるのが好ましい。
【００７５】
樹脂層３と造影部４の境界部は、２層構造となっている。すなわち、樹脂層３は、その厚
さが先端に向かって漸減し、造影部４を構成する樹脂は、その厚さが先端に向かって漸増
し、これらの部分が重なり合っている（重なり部３３を形成している）。このような構成
とすることにより、柔軟性等の特性が異なる樹脂を用いた場合に、その特性の長手方向の
変化が緩徐となり、また、樹脂同士の密着性も向上し、剥離等も防止される。この重なり
部３３は、図１に示すように、その少なくとも一部がテーパ部２４上に位置しているのが
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好ましい。その理由については、後述する第３実施形態で詳細に説明する。
【００７６】
造影部４の樹脂中に添加される金属粉末の造影剤としては、例えばタングステンや、金、
白金等の貴金属が挙げられるが、タングステンが特に好ましい。
【００７７】
この造影部４は、樹脂層３よりも先端側に形成され、その外表面４１は、樹脂層３の外表
面３０と段差のない連続面を形成している。また、ガイドワイヤ１の安全性を向上するた
め、造影部４の先端は、丸みを帯びた形状をなしている（図１および図２参照）。
【００７８】
この造影部４に対しては、レーザ光の照射による視認マーカ５は形成されないため、前述
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したレーザ光照射による酸化、変質、スパーク等の問題は生じず、造影部４の樹脂中に添
加される造影剤は、造影性の高い金属粉末を用いることができる。
【００７９】
なお、造影部４には、前述した金属酸化物粉末による造影剤がさらに添加されていてもよ
い。
【００８０】
造影部４における造影剤の含有量は、造影剤の種類等にもよるが、通常、３０〜８０重量
％程度であるのが好ましく、５０〜８０重量％程度であるのがより好ましい。３０重量％
未満であると、造影機能が不十分となることがあり、また、８０重量％を超えると、樹脂
への混練が難しくなる。本発明では、このような造影剤の種類や含有量により、造影部４
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の造影機能（造影性）を調整することができる。
【００８１】
このような造影部４を設けることにより、次のような効果が得られる。
前述したように、樹脂層３は、金属酸化物粉末造影剤の添加により造影性を有するが、特
にガイドワイヤ１の先端部の位置をそれ以外の位置とは区別して把握することが好ましい
場合があり、このような場合には、より強い造影性を有する造影部４を設けることが有利
である。
【００８２】
すなわち、例えば、内視鏡を介して生体管腔等の所定位置（目的部位）までガイドワイヤ
１を挿入する際、ガイドワイヤ１が内視鏡で観察できる範囲から外れて、更に末梢の管腔
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へ挿入されても、Ｘ線透視下でガイドワイヤ１の先端部（造影部４）の位置をより確実に
把握することができる。従って、ガイドワイヤ１の先端部を目的部位に確実に誘導するこ
とができる。
【００８３】
なお、造影部４は、Ｘ線透視下で造影可能なものに限らず、ＣＴスキャン、ＭＲＩ等にお
いてその位置を確認することができるものであってもよい。
【００８４】
＜発色部（視認マーカ）＞
樹脂層３の外表面３０の所定部位には、発色部として、視認マーカ５が設けられている。
この視認マーカ５は、図２に示すように、ガイドワイヤ１の先端側、すなわち樹脂層３の
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先端部付近に設けられている。視認マーカ５の形成方法については、後に詳述する。
【００８５】
視認マーカ５の形状、寸法は、特に限定されないが、図示の構成では、螺旋状に設けられ
ている。螺旋状（または環状）の視認マーカ５の場合、例えば、幅１〜１０ｍｍ、ピッチ
（間隔）１〜１０ｍｍにて、ガイドワイヤ１の長手方向に３〜５０ｃｍの範囲で設けられ
る。
【００８６】
視認マーカ５の形状は、螺旋状や環状に限らず、例えば、直線、波形、水玉模様、格子模
様、網目模様等の他、数字、文字、記号、目盛り等、視認できるものであればいかなるも
のでもよい。さらに、螺旋状に続いて環状の視認マーカを設けるなど、異なる模様（パタ
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ーン）を２種類以上組み合わせることによって、位置確認を可能としてもよい。
【００８７】
さらに、このような視認マーカ５は、樹脂層３の長手方向の一部に設けられている場合の
みならず、樹脂層３の全長に渡って設けられていてもよい。
【００８８】
内視鏡を通してガイドワイヤ１の動きを認識するには、視認マーカ５の色も重要な要素の
一つであるが、これは樹脂層３の色（非発色部の色）との組み合わせを考慮すべきである
。一例として、視認マーカ５が白色または黄色であり、樹脂層３が黒色の場合、両者の色
の明度の差は大きく（高コントラスト）、これにより、視認マーカ５の視認性は高く、好
ましい。また、両者の色が例えば補色の関係にある場合も同様に、視認マーカ５の視認性
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は高く、好ましい。このような視認マーカ５の色は、主に、樹脂層３に含まれる発色剤の
種類や特性と、その含有量とによって決まるが、例えば、黒または濃色（チャコールグレ
ー、こげ茶色、紺色、紫色等）に対しての黄色、黄緑色、オレンジ色や、青に対して赤色
、オレンジ色、ピンク色等、明確なコントラストを発現する組み合わせを選択することは
、特に好ましい。また、濃淡が異なる同系色、例えば紺色と水色、小豆色とピンク色であ
ってもよい。
【００８９】
次に、視認マーカ５の形成方法について説明する。
視認マーカ５は、発色剤を含有する樹脂層３の外表面３０の所定部位にエネルギを与え、
そのエネルギによって発色剤が発色することにより形成される。エネルギを与える手段と
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しては、レーザ光の照射が特に好ましいが、その他例えば、通常の光（可視光等）をレン
ズで集光し、照射する方法などが挙げられる。以下、エネルギを与える手段の一例として
、レーザ光の照射について説明する。
【００９０】
照射するレーザ光は、発色剤に応じて適宜選択されるが、例えば、Ｎｄ−ＹＡＧレーザ光
等の近赤外線レーザ光、ＣＯ２レーザ光等の遠赤外線レーザ光、エキシマレーザ光が挙げ
られる。
【００９１】
Ｎｄ−ＹＡＧレーザ光は、波長１．０６μｍの近赤外線であり、ＹＡＧ（イットリウム・
アルミニウム・ガーネット）ロットにアークランプの光を照射することにより得ることが
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できる。
【００９２】
ＣＯ２レーザ光は、波長１０．６μｍの遠赤外線であり、ＣＯ２混合ガスを封入した管に
高周波（ＲＦ）、高電圧（ＴＥＡ）をあてて励起させることにより得ることができる。
【００９３】
レーザ光の照射量は、例えばＮｄ−ＹＡＧレーザ光の場合、照射元のエネルギ出力として
１．８〜２．０ｋＷ程度であるのが好ましい。
【００９４】
レーザ照射装置は、特に限定されず、公知のいずれのものを用いてもよく、例えば、スキ
ャニングタイプ、ドットタイプ、マスクタイプのものを用いることができる。スキャニン
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グタイプのレーザ照射装置は、発信器から発射されたレーザ光が、２枚の回転ミラーでＸ
Ｙ方向にスキャニングされた後、レンズで集光され、放射されるという方式のものである
。また、ドットタイプのレーザ照射装置は、レーザ光を高速回転する多角形ミラーに同調
させて放射するという方式のものである。マスクタイプのレーザは、レーザ光が所定パタ
ーンを切りぬいたマスクおよび集光レンズを通過して放射されるという方式のものである
。
【００９５】
本発明のガイドワイヤ１では、上記のようなエネルギを与える手段（レーザ光の照射）に
より、発色剤を含有する樹脂層３の外表面３０の特定部位にエネルギを与えて熱を発生さ
せる。そして、その熱によって発色剤が発色して視認マーカ５を形成する。
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【００９６】
＜外表面のコーティング＞
ガイドワイヤ１の外表面には、親水潤滑性コーティングおよび／または疎水潤滑性コーテ
ィングが施されているのが好ましい。
【００９７】
例えば、芯材２のテーパ部２４の長手方向中間地点に対応するより先端側の外表面には、
親水潤滑性コーティングが施されており、前記中間地点に対応する位置から基端側の外表
面には、疎水潤滑性コーティングが施されている。
【００９８】
親水潤滑性コーティングを施すことにより、親水潤滑性コーティングが生体内で湿潤し、
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滑りをよくするので、挿入をより円滑、安全に行なうことができる。
【００９９】
また、疎水潤滑性コーティングを施すことにより、ガイドワイヤ１が挿通されるルーメン
、例えばカテーテルの内腔や内視鏡のルーメンに対し、ガイドワイヤ１の摺動抵抗が低く
なり、ガイドワイヤ１の挿入、抜去の操作性が向上する。
【０１００】
なお、親水潤滑性コーティングと疎水潤滑性コーティングの境界は、本実施態様において
はテーパ部２４の中間地点に対応する位置としたが、これに限らず、例えばテーパ部２４
の基端と先端の間の任意の位置に対応する位置であってもよく、また、その他の位置であ
ってもよい。
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【０１０１】
親水潤滑性コーティング（先端側）と疎水潤滑性コーティング（基端側）との境界は、ガ
イドワイヤ１の先端から３０〜５００ｍｍの位置にあるのが好ましい。境界がこの範囲に
あると、前記親水潤滑性コーティングによる効果と前記疎水潤滑性コーティングによる効
果とをバランスよく発揮することができる。
【０１０２】
なお、本発明では、親水潤滑性コーティングと疎水潤滑性コーティングのいずれか一方の
みが施されているものでもよい。また、それらの形成位置も、特に限定されない。
【０１０３】
親水潤滑性コーティングのコーティング材料としては、例えば、セルロース系、ポリエチ
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レンオキサイド系、無水マレイン酸系、アクリルアミド系の高分子物質等が挙げられる。
【０１０４】
疎水潤滑性コーティングのコーティング材料としては、例えば、シリコーン等が挙げられ
る。
【０１０５】
図３は、本発明のガイドワイヤの第２実施形態を模式的に示す縦断面図である。以下、こ
の第２実施形態について説明するが、前述の第１実施形態と同様の事項についてはその説
明を省略し、相違点を中心に説明する。
【０１０６】
第２実施形態のガイドワイヤ１は、樹脂層３が芯材２の先端まで覆うように形成されてい
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るとともに、造影部４の構成が異なっており、それ以外は前記第１実施形態のガイドワイ
ヤ１と同様である。すなわち、第２実施形態のガイドワイヤ１における造影部４は、芯材
２のテーパ部２４の少なくとも一部を囲むように設置された造影性を有する金属部材４２
で構成されている。
【０１０７】
この金属部材４２は、図３に示すように、コイル状をなしているが、リング状のものでも
よい。特に、複数のリング状金属部材を芯材２の長手方向に沿って連設したものでもよい
。
【０１０８】
金属部材４２の構成材料としては、例えば、タングステンや、金、白金等の貴金属が挙げ
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られるが、タングステンが特に好ましい。
【０１０９】
このような金属部材４２を備えたガイドワイヤ１では、ガイドワイヤ１の先端部により優
れた造影性を得ることができる。
【０１１０】
また、本実施形態では、樹脂層３が芯材２の基端から先端までのほぼ全長を覆うように形
成されているので、造影部４の外表面においても、視認マーカ５等の発色部を形成するこ
とができる。
【０１１１】
図４および図５は、それぞれ、本発明のガイドワイヤの第３実施形態を模式的に示す縦断
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面図および側面図である。以下、この第３実施形態について説明するが、前述の第１、第
２実施形態と同様の事項についてはその説明を省略し、相違点を中心に説明する。なお、
説明の都合上、図４および図５中の右側を「基端」、左側を「先端」という。
【０１１２】
図４に示すように、本実施形態のガイドワイヤ１は、線状の芯材２と、この芯材２の外周
を覆う被覆層３とを有している。
【０１１３】
芯材２は、ガイドワイヤ１のほぼ全長に渡って延びている。芯材２は、ガイドワイヤ１の
本体部分に対応する本体部２２と、その先端側に位置するテーパ部２４と、その先端側に
位置する小径部２６とで構成されている。本体部２２は、その外径がほぼ一定であり、テ
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ーパ部２４は、その外径が先端方向に向かって漸減しており（先細りとなっており）、小
径部２６は、その外径がほぼ一定である。
【０１１４】
芯材２にテーパ部２４を設けたことにより、本体部２２とテーパ部２４との境界部（テー
パ部基端２４１）付近から先端方向に向かって芯材２の柔軟性が徐々に（連続的に）増し
、その結果、ガイドワイヤ１の柔軟性が増すので、生体に挿入する際の操作性や安全性が
向上する。
【０１１５】
また、テーパ部２４の先端側に小径部２６を有することにより、最先端の柔軟な部分を長
くでき、最先端部分がより柔軟になるという効果が生じる。
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【０１１６】
芯材２の本体部２２の外径（＝テーパ部基端２４１の外径）Ｄ１は、特に限定されないが
、０．３〜１．０ｍｍ程度とするのが好ましく、０．４〜０．７ｍｍ程度とするのがより
好ましい。
【０１１７】
芯材２の小径部２６の外径（＝テーパ部先端２４２の外径）Ｄ２は、特に限定されないが
、０．０５〜０．３ｍｍ程度とするのが好ましく、０．１〜０．２ｍｍ程度とするのがよ
り好ましい。なお、小径部２６の外径は、一定である場合に限らず、外径が先端に向かっ
て漸減しているものでもよい。
【０１１８】

10

また、テーパ部２４の長さは、ガイドワイヤ１の用途や種類により種々異なり、特に限定
されるものではないが、好ましくは１０〜３００ｍｍ程度、より好ましくは３０〜２５０
ｍｍ程度とすることができる。
【０１１９】
また、小径部２６の長さは、特に限定されるものではないが、好ましくは０〜１００ｍｍ
程度、より好ましくは１０〜５０ｍｍ程度とすることができる。
【０１２０】
なお、小径部２６は、平板状（帯状）、角柱状等の小片部に代えてもよい。
また、小径部２６の先端に拡径部を設けてもよい。この拡径部としては、芯材２自体の径
を部分的に大きくして全体に丸みのある形状にするのが好ましい。また、Ｘ線不透過性の
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リングやコイルを小径部２６の先端に挿入（装着）して拡径部としてもよい。また、平板
状の小片部を有することにより、最先端部がより柔軟になる。
【０１２１】
芯材２の構成材料としては、前述した第１実施例と同様のものが挙げられる。この場合、
前記と同様に、芯材２は、異種材料よりなる２種の芯材（線材）を例えば溶接により連結
してなるものでもよい。この場合、両芯材の連結部（接合端面）は、いずれの箇所でもよ
く、例えば、本体部２２の途中、本体部２２とテーパ部２４の境界部、テーパ部２４の途
中、テーパ部２４と小径部２６の境界部、小径部２６の途中とすることができる。前記と
同様の理由から、２種の芯材（線材）を連結して芯材２とする場合、基端側の芯材が先端
側の芯材より剛性の高いものであるのが好ましい。
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【０１２２】
このような芯材２は、被覆層（樹脂層）３により被覆されている。被覆層３は、第１樹脂
層３１と、第１樹脂層３１の先端側に位置する第２樹脂層３２とで構成されている。第２
樹脂層３２は、第１樹脂層３１の構成材料より柔軟性に富む材料で構成されているのが好
ましい。
【０１２３】
第１樹脂層３１には、前述した発色剤と金属酸化物の粉末よりなる造影剤とが添加されて
いる。これらの添加量や添加による効果については、前記と同様である。
【０１２４】
また、第２樹脂層３２には、造影剤が添加されているのが好ましい。この造影剤としては
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、前述した金属酸化物の粉末による造影剤の他、金属粉末による造影剤が挙げられ、これ
らのうちの少なくとも一方を用いることもできる。金属粉末の造影剤としては、例えばタ
ングステンや、金、銀、白金等の貴金属が挙げられるが、造影性に優れるという点で、タ
ングステンが特に好ましい。
【０１２５】
第２樹脂層３２に対しては、例えば、金属粉末の造影剤を用いたり、金属酸化物粉末の造
影剤の添加量を第１樹脂層３１よりも多くしたりすることにより、第２樹脂層３２の造影
性を第１樹脂層３１の造影性より高くすること（すなわち、前記造影部４を形成すること
）ができる。
【０１２６】
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第１樹脂層３１は、芯材２の本体部２２を覆うとともにテーパ部２４の一部を覆っており
、第２樹脂層３２は、テーパ部２４と小径部２６とを覆っている。この場合、第１樹脂層
３１の先端部と第２樹脂層３２の基端部とは部分的に重なっており、この重なり部（第２
樹脂層３２の基端から第１樹脂層３１の先端までの間の部位）３３の少なくとも一部（好
ましくは半分以上）は、テーパ部２４上に位置している。このような構成とすることによ
って、外径が先端に向かって漸減するテーパ部２４において柔軟性の異なる第１樹脂層３
１から第２樹脂層３２へ移行するので、テーパ部２４に備わる先端に向かって徐々に柔ら
かくなる特性をそのまま発揮することができる。
【０１２７】
図４に示す実施形態では、重なり部３３の基端は、テーパ部２４のテーパ部基端２４１付
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近に位置し、重なり部３３の先端は、テーパ部２４の途中に位置している。ただし、本発
明はこれに限定されるものではなく、例えば、▲１▼重なり部３３の基端および先端が、
それぞれテーパ部２４の途中に位置している構成や、▲２▼重なり部３３の基端がテーパ
部基端２４１より基端側に位置し、重なり部３３の先端がテーパ部２４の途中に位置して
いる構成でもよい。さらに、重なり部３３の先端は、テーパ部先端２４２付近またはそれ
より先端側に位置していてもよい。
【０１２８】
重なり部３３においては、第２樹脂層３２が第１樹脂層３１の外側（外周）を覆うように
積層されている。そして、重なり部３３における第１樹脂層３１は、その厚さが先端に向
かって漸減し、重なり部３３における第２樹脂層３２は、その厚さが先端に向かって漸増
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している。このような構成としたことにより、次のような効果が発揮される。
【０１２９】
重なり部３３においては、比較的硬質の材料で構成された第１樹脂層３１の厚さが先端に
向かって漸減し、第１樹脂層３１の構成材料より柔軟性に富む材料（比較的軟質な材料）
で構成された第２樹脂層３２の厚さが先端に向かって漸増し、これらが重なり合っている
ため、被覆層３自体（両層の積層体部分）の柔軟性は、先端に向かって徐々に増している
。ここで、前述したように、テーパ部２４の存在により、芯材２は、テーパ部基端２４１
付近から先端方向に向かって柔軟性が徐々に増すが、このような芯材２の柔軟性の漸増に
、重なり部３３における被覆層３自体の柔軟性の漸増が加えられることにより、両者の相
乗効果が発揮され、ガイドワイヤ１の柔軟性は、特にテーパ部２４およびその前後におい
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て徐々に変化（先端に向かって増大）し、よりしなやかに湾曲することができる。その結
果、ガイドワイヤ１をカテーテル等を介して生体に挿入する際の操作性や安全性が格段に
向上する。
【０１３０】
被覆層３の外表面３０においては、第１樹脂層３１と第２樹脂層３２との境界は、実質的
に段差のない連続面を構成しているのが好ましい。これにより、ガイドワイヤ１をカテー
テル等を介して生体に挿入する際の操作性や安全性が格段に向上する。
【０１３１】
重なり部３３における第１樹脂層３１と第２樹脂層３２とは、融着、接着等により結合し
ている。この場合、第１樹脂層３１と第２樹脂層３２との結合面は、その境界面が明確な
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場合に限らず、第１樹脂層３１と第２樹脂層３２との結合面（境界面）付近において、第
１樹脂層３１の構成材料と第２樹脂層３２の構成材料とが混在していてもよい。
【０１３２】
このような重なり部３３では、第１樹脂層３１の厚さが先端に向かって漸減し、第２樹脂
層３２の厚さが先端に向かって漸増し、これらの部分が重なり合っている構造であるため
、ガイドワイヤ長手方向における柔軟性等の特性の変化がより緩徐となり、しなやかに湾
曲することができるという効果に加え、第１樹脂層３１と第２樹脂層３２の結合面の面積
をある程度広く確保することができるので、両層の密着性が向上し、曲げや捩れが繰り返
し作用した場合でも、第１樹脂層３１と第２樹脂層３２の剥離等が防止されるという効果
を奏する。この効果は、第１樹脂層３１と第２樹脂層３２とが本来密着性の良い同種の樹

50

(15)

JP 4282979 B2 2009.6.24

脂材料で構成されている場合に限らず、異種の樹脂材料で構成されている場合や、両層中
の添加剤（前記発色剤、造影剤、可塑剤等を含む）の組成（質）、添加量等に違いがある
場合にも発揮される。
【０１３３】
以上、第１樹脂層３１と、第１樹脂層３１の構成材料より柔軟性に富む材料（比較的軟質
な材料）で構成された第２樹脂層３２について説明した。しかし、第１樹脂層３１と第２
樹脂層３２とでそれらの樹脂材料の柔軟性に大きな差がない場合、例えば、当該樹脂層に
混合されている添加剤（前記発色剤や造影剤を含む）に量的、質的な違いがある場合にお
いても、第１樹脂層３１と第２樹脂層３２の結合面の面積をある程度広く確保することが
できるので、両層の密着性が向上し、曲げや捩れが繰り返し作用した場合でも、第１樹脂
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層３１と第２樹脂層３２の剥離等が防止されるという効果を奏する。
【０１３４】
本実施形態では、ガイドワイヤ１の外径、すなわち被覆層３の外径は、ガイドワイヤ１の
全長にわたってほぼ一定となっているが、途中で変化（特に先端に向かって漸減）してい
る箇所があってもよい。例えば、ガイドワイヤ１の外径は、本体部２２の途中から先端に
向かって漸減する構成、テーパ部基端２４１付近から先端に向かって漸減する構成、また
はテーパ部２４の途中から先端に向かって漸減する構成であってもよい。
【０１３５】
第１樹脂層３１および第２樹脂層３２を構成する樹脂は、特に限定されず、それぞれ、前
述した樹脂層３と同様の材料が挙げられる。一例を挙げれば、第１樹脂層３１の構成材料
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として、ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素系樹脂、第２樹脂層３２の構成材料とし
て、ポリウレタンを用いることができる。
【０１３６】
また、第１樹脂層３１、第２樹脂層３２共に同種の樹脂材料（例えばポリウレタン）を用
いた場合でも、例えばその平均分子量（重合度）を変えること、可塑剤の添加量を変える
こと等により両者の柔軟性に差異を持たせることもできる。例えば、第１樹脂層３１の材
料の平均分子量の方が、第２樹脂層３２の材料の平均分子量よりも大きくすることが挙げ
られる。
【０１３７】
本実施形態では、被覆層３として、比較的硬質の材料で構成された第１樹脂層３１と比較
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的軟質の材料で構成された第２樹脂層３２とを組み合わせて用いたことにより、ガイドワ
イヤ１の先端部の柔軟性を確保することができ、生体に挿入する際の操作性や安全性が向
上する一方、ガイドワイヤ１の外表面３０の大部分を占める第１樹脂層３１を比較的硬度
（剛性）が高い樹脂材料で構成することで、ガイドワイヤ１を挿入するカテーテル内腔や
内視鏡のルーメン等の内面との摺動抵抗を低減することができ、ガイドワイヤ１の挿入、
抜去の操作や位置決めの際の操作性を向上することができる。
【０１３８】
ガイドワイヤ１の安全性を向上するため、第２樹脂層３２の先端部は、丸みを帯びた形状
をなしている。また、同様に、第１樹脂層３１の基端部も、丸みを帯びた形状をなしてい
る。

40

【０１３９】
本発明のガイドワイヤ１の用途は、特に限定されないが、内視鏡を介して使用されるもの
、より詳しくは、内視鏡のルーメンに挿入されたカテーテルを生体管腔等の目的部位まで
誘導するのに用いられるガイドワイヤ（経内視鏡ガイドワイヤ）に適用することができる
。
【０１４０】
経内視鏡ガイドワイヤでは、ガイドワイヤの外表面に視認マーカ（発色部）５を設け、内
視鏡を介してその視認マーカを視認する。視認マーカの形成は、例えば印刷など、種々の
方法が可能であるが、レーザ光の照射により発色剤を発色させて形成する方法が挙げられ
る。この方法を採用する場合、ガイドワイヤ１の被覆層３中、特に第１樹脂層３１の構成
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材料中に、発色剤が添加されている。発色剤、視認マーカ５およびその形成方法について
は、前述した通りである。
【０１４１】
第１樹脂層３１および／または第２樹脂層３２の構成材料中における造影剤の含有量は、
その種類等にもよるが、過不足無く造影機能を発揮するためには、被覆層３全体に対し、
３０〜８０重量％程度であるのが好ましく、５０〜８０重量％程度であるのがより好まし
い。３０重量％未満であると、造影機能が不十分となることがあり、また、８０重量％を
超えると、樹脂への混練が難しい。本発明では、このような造影剤の種類や含有量により
、造影機能（造影性）を調整することができる。
【０１４２】

10

また、第１樹脂層３１および／または第２樹脂層３２中における造影剤は、均一に分散さ
れているのが好ましいが、例えば層の外側または内側（芯材２側）に偏在していてもよい
。
【０１４３】
また、第１樹脂層３１および／または第２樹脂層３２中における造影剤の含有量は、ガイ
ドワイヤ１の長手方向に沿ってほぼ等しくても、異なっている部分があってもよい。特に
、第２樹脂層３２中の造影剤の含有量を第１樹脂層３１中の造影剤の含有量よりも多くす
ることができる。これにより、ガイドワイヤ１の先端部をより鮮明に造影することができ
る。
【０１４４】
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第１樹脂層３１中および第２樹脂層３２中に、ほぼ等しい含有量で造影剤が添加されてい
る場合、第２樹脂層３２は、第１樹脂層３１に比べて層の厚さが厚くなっているため、第
２樹脂層３２の方が造影剤がより多く存在することとなる。より正確には、第２樹脂層３
２では、第１樹脂層３１に比べガイドワイヤ１の単位長さ当りの造影剤含有量が多い。そ
のため、第２樹脂層３２のあるガイドワイヤ１の先端部（テーパ部２４および小径部２６
付近の部位）は、Ｘ線等の造影機能（造影性）がより高い造影部を構成することとなる。
ましてや、第１樹脂層３１中より第２樹脂層３２中の方が造影剤の含有量が多い場合は、
より高い造影性が得られる。
【０１４５】
このように、ガイドワイヤ１の先端部の造影性が他所よりも高くなることにより、次のよ

30

うな効果が得られる。
【０１４６】
第２樹脂層３２は、造影剤の添加により造影性を有するが、特にガイドワイヤ１の先端部
の位置をそれ以外の位置とは区別して把握することが好ましい場合があり、このような場
合には、より強い造影性を有する造影部を設けることが有利である。
【０１４７】
すなわち、例えば、内視鏡を介して生体管腔等の所定位置（目的部位）までガイドワイヤ
（経内視鏡ガイドワイヤ）１を挿入する際、ガイドワイヤ１が内視鏡で観察できる範囲か
ら外れて、更に末梢の管腔へ挿入されても、Ｘ線透視下でガイドワイヤ１の先端部（造影
部）の位置をより確実に把握することができる。従って、ガイドワイヤ１の先端部を目的
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部位に確実に誘導することができる。
【０１４８】
また、ガイドワイヤ１の先端部に造影性を付与する（またはより高い造影性を付与する）
別の方法として、第２樹脂層３２（ガイドワイヤ１の先端部）内に、前述したような金属
部材４２を別途埋設することもでき、この場合でも、同様の効果を得ることができる。
【０１４９】
本実施形態のガイドワイヤ１においても、前述した外表面３０のコーティングが施される
のが好ましい。
【０１５０】
なお、本発明のガイドワイヤ１において、造影される部位（樹脂層３、第１樹脂層３１ま
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たは第２樹脂層３２に添加される造影剤）は、Ｘ線透視下で造影可能なものに限らず、Ｃ
Ｔスキャン、ＭＲＩ等においてその位置を確認することができるものであってもよい。
【０１５１】
図６は、本発明のガイドワイヤの第４実施形態を模式的に示す縦断面図である。以下、こ
の第４実施形態について説明するが、前述の第１〜第３実施形態と同様の事項については
その説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【０１５２】
図６に示す第４実施形態のガイドワイヤ１では、重なり部３３において、第１樹脂層３１
が第２樹脂層３２の外側を覆うように積層されており、それ以外は前記第３実施形態と同
様である。このガイドワイヤ１においても、前記第３実施形態のガイドワイヤ１と同様の
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効果を発揮する。
【０１５３】
図７は、本発明のガイドワイヤの第５実施形態を模式的に示す縦断面図である。以下、こ
の第５実施形態について説明するが、前述の第１〜第４実施形態と同様の事項については
その説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【０１５４】
第５実施形態のガイドワイヤ１は、芯材２のテーパ部２４においてそのテーパ角度が途中
で変化する部分を有する一例として、複数の角度（テーパ角度）の異なるテーパ部を有し
ている。図７に示す構成では、２つの角度の異なるテーパ部を有する。すなわち、テーパ
部２４の基端側には第１テーパ部２４４を有し、先端側には第２テーパ部２４６を有する
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。
【０１５５】
第１テーパ部２４４のテーパ角度（芯材２の中心軸に対する角度）は、第２テーパ部２４
６のテーパ角度よりも小さく、すなわち第１テーパ部２４４の方が先端に向かって細くな
る割合が第２テーパ部２４６よりも小さい。
【０１５６】
重なり部３３は、少なくともその一部が第１テーパ部２４４上に位置しており、図７にお
いては、第１樹脂層３１の先端部と第２樹脂層３２の基端部は、いずれも第１テーパ部２
４４上に位置している。
【０１５７】
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なお、重なり部３３は、少なくともその一部が第２テーパ部２４６上に位置していてもよ
く、また、重なり部３３は、第１テーパ部２４４と第２テーパ部２４６との境界部にまた
がっていてもよい。
【０１５８】
図８は、本発明のガイドワイヤの第６実施形態を模式的に示す縦断面図である。以下、こ
の第６実施形態について説明するが、前述の第１〜第５実施形態と同様の事項については
その説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【０１５９】
第６実施形態のガイドワイヤ１は、芯材２のテーパ部２４においてそのテーパ角度が途中
で変化する部分を有する他の例として、そのテーパ角度が、基端から先端に向けて連続的
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に変化しているものである。すなわち、第１実施形態のガイドワイヤ１のテーパ部２４の
側面視の輪郭が直線的であるのに対し、第６実施形態のガイドワイヤ１のテーパ部２４の
側面視の輪郭は、曲線状（図８ではＳ字状）となっている。
【０１６０】
図８に示す構成では、本体部２２の外径Ｄ１から滑らかに外径が変化（減少）している。
具体的には、テーパ部２４の基端部では、先端に向かってその外径の縮小率が一定の割合
で高くなり、縮小率が最も高くなる点を有し、その点を超えると、縮小率は一定の割合で
低くなる。テーパ部２４の先端部においては、小径部２６の外径Ｄ２へと滑らかに移行し
ている。このような構成とすることにより、ガイドワイヤ１の急激な折れ曲がり（キンク
）をより確実に防止することができる。
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【０１６１】
重なり部３３は、少なくともその一部がテーパ部２４上に位置しており、図８に示す構成
においては、第２樹脂層３２の基端部はテーパ部２４の基端部付近に位置し、第１樹脂層
３１の先端部はテーパ部２４の中ほど、好ましくは外径の縮小率が最も高くなる点よりも
基端側に位置している。なお、重なり部３３のテーパ部２４に対する位置は、これに限定
されないことは言うまでもない。
【０１６２】
なお、前記第５実施形態における第１テーパ部２４４、第２テーパ部２４６の少なくとも
一方に対し、第６実施形態のテーパ部２４の形状（側面視の輪郭が曲線状）を適用しても
よい。
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【０１６３】
図９は、本発明のガイドワイヤの第７実施形態を模式的に示す縦断面図である。以下、こ
の第７実施形態について説明するが、前述の第１〜第６実施形態と同様の事項については
その説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【０１６４】
第７実施形態のガイドワイヤ１は、外径がほぼ一定の本体部２２と、本体部２２の先端側
に設けられたテーパ部２４を有する線状の芯材２を有する。芯材２の外周には、前記と同
様の被覆層３を有している。すなわち、被覆層３は、第１樹脂層３１と、第１樹脂層３１
の先端側に位置し、第１樹脂層３１の構成材料よりも柔軟性に富む材料で構成された第２
樹脂層３２とで構成されている。
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【０１６５】
第１樹脂層３１の先端部と第２樹脂層３２の基端部とが重なっている部分である重なり部
３３は、第２樹脂層３２が第１樹脂層３１の外側（外周）を覆うように積層されている。
そして、重なり部３３において、第１樹脂層３１は、その厚さが先端に向かって減少し、
第２樹脂層３２は、その厚さが先端に向かって増加している。
この重なり部３３は、芯材２の本体部２２の先端部付近に位置している。
【０１６６】
なお、第７実施形態のガイドワイヤ１において、テーパ部２４は、前記第５実施形態の構
成や第６実施形態の構成であってもよい。
【０１６７】
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また、第５〜第７実施形態のガイドワイヤ１においても、重なり部３３の構成は、前記第
４実施形態の構成であってもよい。
【０１６８】
図１０は、本発明のガイドワイヤの第８実施形態を模式的に示す縦断面図である。以下、
この第８実施形態について説明するが、前述の第１〜第７実施形態と同様の事項について
はその説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【０１６９】
第８実施形態のガイドワイヤ１は、外径がほぼ一定の本体部２２と、本体部２２の先端側
に設けられたテーパ部２４を有する線状の芯材２を有する。芯材２の外周には、被覆層３
を有している。
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【０１７０】
被覆層３は、第１樹脂層３１と、芯材２と第１樹脂層３１との間に位置する第２樹脂層３
２とで構成されている。すなわち、被覆層３は、内層である第２樹脂層３２と、外層であ
る第１樹脂層３１の２層積層構造となっている。この場合、第１樹脂層３１、第２樹脂層
３２共に、芯材２のほぼ全長にわたって形成されている。
【０１７１】
第２樹脂層３２の厚さは、本体部２２においてはほぼ一定であり、テーパ部２４において
は、先端に向かって徐々に増大し、小径部２６において最も厚くなっている。また、第１
樹脂層３１の厚さは、ガイドワイヤ１の全長にわたってほぼ一定である。第２樹脂層３２
の外径は、ほぼ一定であるが、テーパ部２４に対応する部分より先端側は、本体部２２に
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対応する部分よりも、その外径が小さくてもよい。
【０１７２】
第１樹脂層３１には、前述した発色剤と金属酸化物の粉末よりなる造影剤とが添加されて
おり、その所定箇所には、前記と同様の視認マーカ（発色部）５が形成される。
【０１７３】
また、第２樹脂層３２には、好ましくは造影剤（造影剤の組成は問わず）が添加されてい
る。この場合、前述したように、造影剤の添加量を多くしたり、造影剤として金属粉末の
造影剤を用いたりして、ガイドワイヤ１のテーパ部２４およびそれより先端側の部位（小
径部２６等）、すなわち第２樹脂層３２の厚さが厚くなっている部位（造影部４）の造影
性を高めることができる。また、この部位に、前述の金属部材４２等を設置してもよい。
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【０１７４】
第２樹脂層３２は、第１樹脂層３１の構成材料よりも柔軟性に富む材料で構成されている
のが好ましい。これにより、ガイドワイヤ１のテーパ部２４およびそれより先端側の部位
、すなわち第２樹脂層３２の厚さが厚くなっている部位では、第２樹脂層３２の占める割
合が高くなり、ガイドワイヤ１の先端部の柔軟性が確保される。
【０１７５】
ここで、第１樹脂層３１と第２樹脂層３２の柔軟性に関しては、両者に同種の樹脂材料（
例えば、ポリウレタン）を用いた場合でも、例えばそれらの平均分子量（重合度）を変え
ること、可塑剤の添加量を変えること、造影剤やその他の添加剤の種類や添加量を変える
ことなどにより、柔軟性に差異を持たせることができる。例えば、第１樹脂層３１の材料

20

の平均分子量を、第２樹脂層３２の材料の平均分子量よりも大きくすることが挙げられる
。
【０１７６】
本実施形態では、第１樹脂層３１が芯材２の基端から先端までのほぼ全長を覆うように形
成されているので、造影部４、すなわちガイドワイヤ１のテーパ部２４およびそれより先
端側の部位の外表面においても、視認マーカ５等の発色部を形成することができる。
【０１７７】
なお、図示の構成では、第２樹脂層３２の全体が第１樹脂層３１により覆われているが、
これに限らず、第２樹脂層３２の一部（例えば先端部）がガイドワイヤ１の表面に露出し
ていてもよい。
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【０１７８】
なお、芯材２と第１樹脂層３１との間に位置する第２樹脂層３２は、テーパ部基端２４１
より先端側にのみ存在してもよい。この場合では、テーパ部基端２４１よりも基端側は、
芯材２と第１樹脂層３１によって構成される。すなわち、被覆層３は、テーパ部基端２４
１よりも先端側は、外側の第１樹脂層３１と内側の第２樹脂層３２からなり、テーパ部基
端２４１よりも基端側は、第１樹脂層３１からなる構成を備えている。この態様について
、テーパ部基端２４１を境に第２樹脂層３２の有無を述べたが、テーパ部２４の途中の部
分を境に、その先端側は、外側の第１樹脂層３１と内側の第２樹脂層３２からなり、該部
分よりも基端側は、第１樹脂層３１からなる構成を備えていてもよい。
【０１７９】

40

ガイドワイヤ１の最先端部および最基端部は、図１０に示すように、第１樹脂層３１およ
び第２樹脂層３２によってほぼ半球状に形成されている。芯材２の最先端部および最基端
部は第２樹脂層３２によって覆われ、両端部は滑らかな表面を有している。さらに、その
表面は、第１樹脂層３１によって覆われている。なお、ガイドワイヤ１の最先端部および
最基端部として、第２樹脂層３２を半球状に形成してもよい。また、第１樹脂層を半球状
に形成してもよい。
さらには、第１樹脂層３１および第２樹脂層３２と異なる樹脂によって、半球状の最先端
部および最基端部としてもよい。具体的には、第１樹脂層３１よりも柔軟な樹脂によって
ガイドワイヤ１の最先端部および最基端部を半球状に形成することによって、特に先端側
において血管内壁へのダメージが抑制できる。
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【０１８０】
以上、本発明のガイドワイヤを図示の各実施形態について説明したが、本発明は、これら
に限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を発揮し得る任意の構成のものと
置換することができ、また、任意の構成のものが付加されていてもよい。
【０１８１】
特に、第１〜第８実施形態のうちの任意の２以上を組み合わせた構成であってもよい。
【０１８２】
また、本発明のガイドワイヤの用途は、内視鏡のルーメンに挿入して使用するもの（経内
視鏡ガイドワイヤ）に限定されない。
【０１８３】

10

【発明の効果】
以上述べたように、本発明のガイドワイヤによれば、Ｘ線等による造影性を確保しつつ、
マーカ等を構成する発色部を有することで、例えば内視鏡での観察により生体内において
ガイドワイヤの位置等を視認することができる。
【０１８４】
特に、発色部は、所望の位置に所望の形状やサイズで形成された視認マーカとすることが
でき、視認性の向上が図れる。
【０１８５】
また、発色部は、芯材を被覆する樹脂層（被覆層）の素地との鮮明な色差、明度（コント
ラスト）を与えることができ、また、剥離、溶解等による消失や退色が生じ難く、よって

20

、視認性に優れたマーカを得ることができる。そして、隆起や窪みのないマーカとするこ
とができる。
【０１８６】
樹脂層（第１樹脂層）中に含まれている造影剤が金属酸化物粉末であるため、樹脂層の表
面にレーザ光を照射して発色部を形成する際に、造影剤の酸化等の変質、劣化が生じ難く
、スパーク等も生じない。従って、レーザ光の種類や照射強度（エネルギ）の選択の幅が
広く、発色剤の発色をより鮮明なものとすることができ、マーカのさらなる視認性向上に
寄与する。
【０１８７】
また、本発明のガイドワイヤによれば、ガイドワイヤの先端部分において、その柔軟性が

30

先端に向かって徐々に増大し、しなやかに湾曲することができる。そのため、キンク（急
峻な折れ曲がり）を防止することができるとともに、ガイドワイヤをカテーテル等を介し
て生体に挿入する際の操作性や安全性が向上する。
【０１８８】
また、ガイドワイヤに曲げや捩れが繰り返し作用した場合でも、被覆層の剥離や、重なり
部における第１樹脂層と第２樹脂層との剥離は生じない。
【０１８９】
特に、重なり部において、第１樹脂層の厚さが先端に向かって漸減し、第２樹脂層の厚さ
が先端に向かって漸増するよう構成した場合には、重なり部およびその前後近傍付近にお
けるガイドワイヤの柔軟性の変化がより緩徐となり、また、第１樹脂層と第２樹脂層との

40

密着性も高まるので、上記効果がより顕著に発揮される。
【０１９０】
また、ガイドワイヤの先端部に造影性を付与しあるいはより高い造影性を付与した場合に
は、ガイドワイヤの生体内での位置、特にガイドワイヤ先端部の位置を体外にて容易に確
認することができる。
【０１９１】
また、外表面に親水潤滑性コーティングおよび／または疎水潤滑性コーティングを施した
場合には、ガイドワイヤの挿入や抜去の際の操作をより円滑、安全に行なうことができる
。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明のガイドワイヤの第１実施形態を模式的に示す縦断面図である。
【図２】本発明のガイドワイヤの第１実施形態を模式的に示す側面図である。
【図３】本発明のガイドワイヤの第２実施形態を模式的に示す縦断面図である。
【図４】本発明のガイドワイヤの第３実施形態を模式的に示す縦断面図である。
【図５】本発明のガイドワイヤの第３実施形態を模式的に示す側面図である。
【図６】本発明のガイドワイヤの第４実施形態を模式的に示す縦断面図である。
【図７】本発明のガイドワイヤの第５実施形態を模式的に示す縦断面図である。
【図８】本発明のガイドワイヤの第６実施形態を模式的に示す縦断面図である。
【図９】本発明のガイドワイヤの第７実施形態を模式的に示す縦断面図である。
【図１０】本発明のガイドワイヤの第８実施形態を模式的に示す縦断面図である。
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【符号の説明】
１

ガイドワイヤ

２

芯材

２２

本体部

２４

テーパ部

２４１

テーパ部基端

２４２

テーパ部先端

２４４

第１テーパ部

２４６

第２テーパ部

２６

小径部

３

樹脂層（被覆層）

３０

外表面

３１

第１樹脂層

３２

第２樹脂層

３３

重なり部

４

造影部

４１

外表面

４２

金属部材

５

視認マーカ（発色部）
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