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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体内に挿入可能な管体からなり、内部に、少なくとも三つのルーメンが設けられた管状
本体と、細管からなり、該管状本体内の該三つのルーメンのうちの何れか一つのルーメン
内に、軸方向に移動可能に挿入されて、先端部が、該管状本体に設けられた突出孔から外
部に突出せしめられ、内部に供給された所定の薬液を該先端部から吐出する針状管体とを
有し、該管状本体を体内に挿入位置せしめた状態下で、該針状管体の先端部を該管状本体
の前記突出孔から突出せしめて、該体内の所定の組織に穿刺することにより、該針状管体
を通じて、該薬液を該体内組織に注入し得るようにした薬液注入装置にして、
　前記管状本体が、その軸方向に直角な断面上において、前記少なくとも三つルーメンの
うちの何れか三つのルーメンのそれぞれの中心点を頂点として形成される三角形の各頂点
に対応して各々位置せしめられた三つの凸状湾曲角部と、かかる三角形の各辺部に対応し
て各々位置せしめられて、該三つの凸状湾曲角部のうちの互いに隣り合うもの同士をそれ
ぞれ連結する湾曲面または平面からなる三つの側面とのみにて形成された外周面を有して
、構成されていることを特徴とする薬液注入装置。
【請求項２】
　前記管状本体の軸方向に直角な断面における、前記突出孔からの前記針状管体の突出方
向の最大幅が、かかる断面における該針状管体の突出方向に直角な方向の最大幅よりも小
さくされている請求項１に記載の薬液注入装置。
【請求項３】
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　前記管状本体の前記体内への挿入方向の前方側端部が、該管状本体の該前方側端部以外
の部分よりも、該管状本体の軸方向に直角な断面積において小さくされている請求項１又
は請求項２に記載の薬液注入装置。
【請求項４】
　前記管状本体内に設けられた前記少なくとも三つのルーメンが、前記針状管体が挿入さ
れる針状管体用ルーメンと、該管状本体の軸方向に移動可能に挿入されて、該管状本体の
先端から延出される第一ガイドワイヤが挿入される第一ガイドワイヤ用ルーメンと、該管
状本体の外部に取り付けられた拡張／収縮可能なバルーンに流体を供給するバルーン用ル
ーメンとを含んで構成されている請求項１乃至請求項３の何れか一つに記載の薬液注入装
置。
【請求項５】
　前記管状本体内に設けられた前記少なくとも三つのルーメンが、前記針状管体が挿入さ
れる針状管体用ルーメンと、該管状本体の軸方向に移動可能に挿入されて、該管状本体の
先端から延出される第一ガイドワイヤが挿入される第一ガイドワイヤ用ルーメンと、該管
状本体の軸方向に移動可能に挿入されて、該第一ガイドワイヤと交差する方向に延出され
る第二ガイドワイヤが挿入される第二ガイドワイヤ用ルーメンとを含んで構成されると共
に、前記第一ガイドワイヤが延出する方向ベクトルと前記第二ガイドワイヤが延出する方
向ベクトルを含む平面が、前記突出孔の開口方向に対して実質的に直交せしめられている
請求項１乃至請求項３の何れか一つに記載の薬液注入装置。
【請求項６】
　前記第一ガイドワイヤ用ルーメンの中心軸と前記第二ガイドワイヤ用ルーメンの中心軸
を含む平面が、前記突出孔の開口方向に対して直交するように、それら第一ガイドワイヤ
用ルーメンと第二ガイドワイヤ用ルーメンとが、前記管状本体の内部に設けられている請
求項５に記載の薬液注入装置。
【請求項７】
　前記第一ガイドワイヤ用ルーメンと前記第二ガイドワイヤ用ルーメンとが、針状管体用
ルーメンを間に挟んだ両側において、それぞれの中心軸を、該針状管体用ルーメンの中心
軸と同一平面上に位置させようにして、前記管状本体の内部に設けられている請求項５又
は請求項６に記載の薬液注入装置。
【請求項８】
　拡張／収縮可能なバルーンが、前記管状本体の外部に取り付けられる一方、該管状本体
の内部に、該バルーンを拡張させる流体が流通せしめられるバルーン用ルーメンが更に設
けられている請求項５乃至請求項７の何れか一つに記載の薬液注入装置。
【請求項９】
　前記第一ガイドワイヤ用ルーメンと前記第二ガイドワイヤ用ルーメンのそれぞれの中心
軸を含む平面と、前記針状管体用ルーメンと前記バルーン用ルーメンのそれぞれの中心軸
を含む平面とが、互いに直交して位置せしめられるように、それら四つのルーメンが、前
記管状本体の内部に設けられている請求項８に記載の薬液注入装置。
【請求項１０】
　前記バルーン用ルーメンと前記針状管体用ルーメンとが、それぞれの中心軸を含む平面
上に、前記突出孔の中心が位置せしめられるようにして、前記管状本体の内部に設けられ
ている請求項８又は請求項９に記載の薬液注入装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、体内組織の病巣部等に対して所定の薬液を注入する薬液注入装置の構造に関す
るものである。
【０００２】
【背景技術】
従来から、血管、消化管、尿管等の人体の管状器官に、カテーテル等の医療器具を挿入す
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ることによって、様々な治療や検査、処置等が行なわれている。また、近年では、薬液注
入装置、例えば薬液注入カテーテル等を用いて、所定の薬液を体内組織の病巣部に注入す
る治療や処置も、実施されている（例えば、特許文献１及び２参照）。
【０００３】
すなわち、よく知られているように、この薬液注入カテーテルは、管状のカテーテル本体
の内部に、所定の薬液が流通可能な細管からなり、先鋭な先端部を有する針状管体が、そ
の軸方向に移動可能に挿入配置されて、構成されている。そして、このような薬液注入カ
テーテルのカテーテル本体が血管内に挿入されて、体内組織の病巣部位にまで押し進めら
れ、そこで、針状管体が長手方向に移動せしめられる。これによって、カテーテル本体の
先端開口部や管壁に設けられた孔部を通じて、針状管体の先端の針部が外部に突出せしめ
られて、体内組織の病巣部に穿刺され、更に、その状態下で、かかる針状管体を通じて、
所定の薬液が病巣部に注入されるのである。
【０００４】
ところで、このような薬液注入カテーテル等の薬液注入装置の一種として、管状の本体の
内部に、針状管体が移動可能に挿入される針状管体用ルーメンに加えて、ガイドワイヤが
挿入されるガイドワイヤ用ルーメンや、管状本体の外部に取り付けられたバルーンを拡張
せしめるための流体が流通せしめられるバルーン用ルーメン等、少なくとも三つのルーメ
ンが設けられた構造を有するものがある。
【０００５】
このような構造を有する薬液注入装置にあっては、管状本体の軸方向に直角な断面積が大
きくなってしまうことが避けられない。そのために、かかる薬液注入装置を用いた場合、
管状本体が、体内に可及的にスムーズに挿入され得るように、軸方向に直角な断面形状が
円形形状とされていても、挿入されるべき体内の部位によっては、管状本体の体内への挿
入が困難となることが、危惧される。また、例えば、管状本体を血管内に挿入せしめた際
に、血流が阻害されることも、懸念される。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００１－１０４４８７号公報
【特許文献２】
特開２００１－２９９９２７号公報
【０００７】
【解決課題】
ここにおいて、本発明は、上述せる如き事情を背景にして為されたものであって、その解
決課題とするところは、少なくとも三つのルーメンが設けられた管状本体を有する薬液注
入装置において、体内に容易に挿入され得ると共に、血管内に挿入される場合にも、その
血流が確実に確保され得るようにした構造を提供することにある。
【０００８】
【解決手段】
　そして、本発明にあっては、かかる課題の解決のために、体内に挿入可能な管体からな
り、内部に、少なくとも三つのルーメンが設けられた管状本体と、細管からなり、該管状
本体内の該三つのルーメンのうちの何れか一つのルーメン内に、軸方向に移動可能に挿入
されて、先端部が、該管状本体に設けられた突出孔から外部に突出せしめられ、内部に供
給された所定の薬液を該先端部から吐出する針状管体とを有し、該管状本体を体内に挿入
位置せしめた状態下で、該針状管体の先端部を該管状本体の前記突出孔から突出せしめて
、該体内の所定の組織に穿刺することにより、該針状管体を通じて、該薬液を該体内組織
に注入し得るようにした薬液注入装置において、前記管状本体が、その軸方向に直角な断
面上において、前記少なくとも三つルーメンのうちの何れか三つのルーメンのそれぞれの
中心点を頂点として形成される三角形の各頂点に対応して各々位置せしめられた三つの凸
状湾曲角部と、かかる三角形の各辺部に対応して各々位置せしめられて、該三つの凸状湾
曲角部のうちの互いに隣り合うもの同士をそれぞれ連結する湾曲面または平面からなる三
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つの側面とのみにて形成された外周面を有して、構成されていることを特徴とする薬液注
入装置を、その要旨とするものである。
【００１３】
すなわち、本発明に従う薬液注入装置にあっては、管状本体が、三つの凸状湾曲角部と、
湾曲面または平面からなる三つの側面とのみにて形成された外周面を有して、構成されて
いる。それ故、かかる薬液注入装置では、管状本体の軸方向に直角な断面形状が、丸い三
つの角部と、直線または曲線からなる三つの辺部とを有する略三角形形状とされている。
そのため、そのような管状本体の軸方向に直角な断面積が、内部に三つ以上のルーメンが
形成されて、軸直角方向の断面形状が円形形状とされた従来装置の管状本体の断面積に比
べて、十分に小さくされ得る。よって、断面二次モーメントが小さくなり、管状本体が屈
曲し易くなる。従って、管状本体が、それが挿入されるべき血管等の体内部分に追従し易
くなる。よって、かかる従来装置の管状本体を体内に挿入する場合よりも、管状本体が体
内にスムーズに挿入され得る。
【００１４】
しかも、本発明に係る薬液注入装置においては、管状本体が、略三角形形状を呈する軸直
角方向の断面形状の三つの辺部をそれぞれ与える湾曲面または平面からなる三つの側面を
有している。それ故に、例えば、管状本体を血管内に挿入せしめた際に、そのような三つ
の側面と血管の内壁面との間に、血液が流通せしめられる隙間が確実に形成され得る。
【００１５】
　従って、かくの如き本発明に従う薬液注入装置にあっては、少なくとも三つのルーメン
が内部に設けられているにも拘わらず、体内に容易に挿入され得る。また、血管内に挿入
される場合にも、その血流が確実に確保され得ることとなる。
【００１６】
なお、かくの如き本発明に従う薬液注入装置の好ましい態様の一つによれば、前記管状本
体の軸方向に直角な断面における、前記突出孔からの前記針状管体の突出方向の最大幅が
、かかる断面における該針状管体の突出方向に直角な方向の最大幅よりも小さくされる。
【００１７】
このような構成を有する薬液注入装置にあっては、管状本体が、突出孔からの針状管体の
突出方向において、容易に屈曲され得るようになる。このため、管状本体が体内に挿入さ
れた際には、体内の局面に応じて屈曲し易くなって、管状本体の体内への挿入が容易とな
る。また、針状管体が、突出孔から突出せしめられて、体内組織に穿刺せしめられた際の
反力によって、管状本体の幅が大きい部分、即ち、面積の大きい部分が、体内部分に密接
せしめられる。これによって、かかる針状管体の穿刺反力が、管状本体にて確実に受け止
められ得る。以て、針状管体の体内組織への進入が、より容易に且つ確実に行なわれ得る
こととなる。
【００１８】
また、本発明に従う薬液注入装置の別の有利な態様の一つによれば、前記管状本体の前記
体内への挿入方向の前方側端部が、該管状本体の該前方側端部以外の部分よりも、該管状
本体の軸方向に直角な断面積において小さくされることとなる。
【００１９】
このような構成を有する薬液注入装置にあっては、軸方向に直角な断面積が小さくされた
管状本体の前方側端部が、柔軟に構成され得る。それによって、管状本体が、体内の内壁
面を損傷させることなく、体内に安全に挿入され得る。また、かかる管状本体の軸方向に
直角な断面積が、前方側端部において小さくされていることによって、管状本体が血管内
に挿入せしめられた際に、その血管内の血流が、有利に確保され得るといった利点も得ら
れる。
【００２０】
さらに、本発明に従う薬液注入装置の望ましい他の態様の一つによれば、前記管状本体内
に設けられた前記少なくとも三つのルーメンが、前記針状管体が挿入される針状管体用ル
ーメンと、該管状本体の軸方向に移動可能に挿入されて、該管状本体の先端から延出され
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る第一ガイドワイヤが挿入される第一ガイドワイヤ用ルーメンと、該管状本体の外部に取
り付けられた拡張／収縮可能なバルーンに流体を供給するバルーン用ルーメンとを含んで
構成される。
【００２１】
かくの如き構成を有する薬液注入装置にあっては、例えば、管状本体が血管内の所定部位
に挿入され、そこで、バルーンが拡張せしめられた状態下でも、血流を有利に確保するこ
とが出来る。
【００２２】
更にまた、本発明に従う薬液注入装置の有利な別の態様の一つによれば、前記管状本体内
に設けられた前記少なくとも三つのルーメンが、前記針状管体が挿入される針状管体用ル
ーメンと、該管状本体の軸方向に移動可能に挿入されて、該管状本体の先端から延出され
る第一ガイドワイヤが挿入される第一ガイドワイヤ用ルーメンと、該管状本体の軸方向に
移動可能に挿入されて、該第一ガイドワイヤと交差する方向に延出される第二ガイドワイ
ヤが挿入される第二ガイドワイヤ用ルーメンとを含んで構成されると共に、前記第一ガイ
ドワイヤが延出する方向ベクトルと前記第二ガイドワイヤが延出する方向ベクトルを含む
平面が、前記突出孔の開口方向に対して実質的に直交せしめられることとなる。
【００２３】
このような構成を有する薬液注入装置にあっては、第一ガイドワイヤが延出する方向ベク
トルと第二ガイドワイヤが延出する方向ベクトルを含む平面が、穿刺されるべき体内組織
の表面に実質的に近似したものとなる。また、管状本体の突出孔から突出せしめられる針
状管体の突出方向と管状本体の軸方向を含む面は、第一及び第二ガイドワイヤの方向ベク
トルを含む面と実質的に直交する。それ故、針状管体が、穿刺されるべき体内組織の表面
に対して実質的に直角な方向に向かって、管状本体の突出孔から突出され得る。これによ
って、針部が、体内組織の病巣部における所定の位置に穿刺され得ることとなる。
【００２４】
しかも、かかる薬液注入装置においては、針状管体が体内組織に穿刺される際に、針状管
体の体内組織内への進入時に生ずる反力の大部分が、体内組織の表面に対して実質的に直
角な方向、つまり、第一ガイドワイヤが延出する方向ベクトルと第二ガイドワイヤが延出
する方向ベクトルを含む平面に対して実質的に直角な方向であって、且つ針状管体の進入
方向とは反対の方向に向かって作用せしめられることとなる。そのため、そのような反力
が、第一ガイドワイヤと第二ガイドワイヤとによって、それぞれ分担されて、十分に且つ
確実に受け止められる。それによって、針状管体が、体内組織内に、極めてスムーズに且
つ確実に進入せしめられ得る。
【００２５】
従って、かくの如き本発明に従う薬液注入装置にあっては、穿刺されるべき体内組織が比
較的に硬いものであっても、針状管体が、かかる体内組織における所定位置において、所
望の深さ部位にまで確実に穿刺され得る。そして、その結果として、所定の薬液を病巣部
に注入する治療や処置の効果を、より十分に高めることが可能となる。
【００２６】
なお、ここで、実質的に直角と言うのは、実際には、体内組織の表面が複雑な形状を有し
ているため、厳密には、針状管体が、かかる体内組織の表面の一部に対して、直角に突出
しない場合があることを考慮してのことである。つまり、本発明において、前記第一ガイ
ドワイヤが延出する方向ベクトルと前記第二ガイドワイヤが延出する方向ベクトルを含む
平面が、前記突出孔の開口方向に対して実質的に直交せしめられるとは、かかる平面が、
突出孔の開口方向に対して、直角に近似した角度で交差せしめられる状態も含めるもので
ある。
【００２７】
また、本発明に従う薬液注入装置において、第一ガイドワイヤ用ルーメン内と第二ガイド
ワイヤ用ルーメン内とに、第一ガイドワイヤと第二ガイドワイヤとがそれぞれ挿入されて
構成される場合には、有利には、第一ガイドワイヤ用ルーメンの中心軸と第二ガイドワイ
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ヤ用ルーメンの中心軸を含む平面が、前記突出孔の開口方向に対して直交するように、そ
れら第一ガイドワイヤ用ルーメンと第二ガイドワイヤ用ルーメンとが、前記管状本体の内
部に設けられることとなる。
【００２８】
このような構成を有する薬液注入装置にあっては、針状管体が、管状本体の突出孔から、
第一ガイドワイヤの延出方向と第二ガイドワイヤの延出方向とを含む面に対して実質的に
直交する方向に向かって、より確実に突出せしめられ得る。それによって、針部の体内組
織内への進入時に生ずる反力の大部分が、第一ガイドワイヤと第二ガイドワイヤとによっ
て、より十分に且つ確実に受け止められ得る。そして、その結果として、針部の体内組織
内への進入が、より一層スムーズに且つ確実に行なわれ得ることとなる。
【００２９】
さらに、上述の如く、第一及び第二ガイドワイヤが、第一及び第二ガイドワイヤ用ルーメ
ン内に挿入される構造を有する薬液注入装置にあっては、好ましくは、それら第一ガイド
ワイヤ用ルーメンと第二ガイドワイヤ用ルーメンとが、針状管体用ルーメンを間に挟んだ
両側において、それぞれの中心軸を、該針状管体用ルーメンの中心軸と同一平面上に位置
させようにして、前記管状本体の内部に設けられる。
【００３０】
このような構成を採用すれば、第一及び第二ガイドワイヤ用ルーメン間の距離が可及的に
大きくされて、それら第一及び第二ガイドワイヤ用ルーメンから外部に延出せしめられる
第一及び第二ガイドワイヤ間の距離も大きく為され得る。その結果、針部の体内組織内へ
の進入時に生ずる反力の大部分が、第一ガイドワイヤと第二ガイドワイヤとによって、よ
り十分に且つ確実に受け止められ得ることとなる。
【００３１】
更にまた、本発明に従う薬液注入装置において、第一ガイドワイヤと第二ガイドワイヤと
が、第一ガイドワイヤ用ルーメン内と第二ガイドワイヤ用ルーメン内とにそれぞれ挿入さ
れてなる構造が採用される場合には、好ましくは、拡張／収縮可能なバルーンが、前記管
状本体の外部に取り付けられる一方、該管状本体の内部に、該バルーンを拡張させる流体
が流通せしめられるバルーン用ルーメンが更に設けられる。
【００３２】
このような構成を採用すれば、バルーンの拡張により、管状本体が、体内の所定部位に容
易に固定され得る。それによって、針状管体が、体内組織の所定位置において、所望の深
さ部位にまで、更に一層確実に穿刺され得る。
【００３３】
また、上述の如く、管状本体の外部と内部に、バルーンとバルーン用ルーメンが設けられ
る場合には、有利には、前記第一ガイドワイヤ用ルーメンと前記第二ガイドワイヤ用ルー
メンのそれぞれの中心軸を含む平面と、前記針状管体用ルーメンと前記バルーン用ルーメ
ンのそれぞれの中心軸を含む平面とが、互いに直交して位置せしめられるように、それら
四つのルーメンが、前記管状本体の内部に設けられる。これによって、四つのルーメンが
、管状本体内にバランス良く配置される。その結果として、このような管状本体を有する
薬液注入装置を用いた手技が、より円滑に実施され得ることとなる。
【００３４】
さらに、本発明に従う薬液注入装置において、管状本体の外部と内部に、バルーンとバル
ーン用ルーメンが設けられる構成が採用される場合には、望ましくは、前記バルーン用ル
ーメンと前記針状管体用ルーメンとが、それぞれの中心軸を含む平面上に、前記突出孔の
中心が位置せしめられるようにして、前記管状本体の内部に設けられることとなる。これ
によって、バルーン用ルーメンが、管状本体内に、より一層バランス良く配置される。以
て、かかる薬液注入装置を用いた手技が、更に一層円滑に行なわれ得ることとなる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施の形態に係る薬液注入装
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置の構成について、図面を参照しつつ、詳細に説明する。
【００３６】
先ず、図１及び図２には、本発明に従う構造を有する薬液注入装置の一実施形態として、
心筋の病巣部に薬液を注入するのに用いられる薬液注入カテーテルが、その正面形態と縦
断面形態とにおいて、それぞれ概略的に示されている。それら図１及び図２において、１
０は、長尺な管体からなる、管状本体としてのカテーテル本体であって、内部に、先端部
が先鋭な針部１１とされた針状管体１２と、第一ガイドワイヤ１４と、第二ガイドワイヤ
１６とが、それぞれの軸方向に移動可能に挿入されている。
【００３７】
より具体的には、カテーテル本体１０は、人体の大腿部や手首部から心臓まで延びる血管
内に、それらの全長に亘って挿入可能な太さと長さを有している。そして、このカテーテ
ル本体１０は、可撓性を有する、所定の樹脂層からなる筒状の内側層と外側層との間に、
ステンレス製の鋼線が挟み込まれるように埋設されて、構成されている。これによって、
適度な剛性と可撓性とがバランス良く兼備せしめられて、蛇行する血管内にスムーズに挿
入され得るようになっている。なお、このようなカテーテル本体１０を与える材料は、特
に限定されるものではなく、上述の如き材料に代えて、所望の弾性を有する材料、例えば
、ポリアミド等の合成樹脂材料や、Ｎｉ－Ｔｉ合金等の超弾性合金材料、ステンレス等の
金属材料等も、適宜に用いられることとなる。
【００３８】
また、このようなカテーテル本体１０の内部には、長手方向に連続して延びる第一乃至第
四の四つのルーメン１８ａ～１８ｄが、互いに独立して設けられている。
【００３９】
そして、これら四つのルーメン１８ａ～１８ｄのうち、最も径の大きな第三ルーメン１８
ｃよりも小さく、且つ最も径の小さな第四ルーメン１８ｄよりも大きな、互いに同一径を
有する第一及び第二ルーメン１８ａ，１８ｂは、それぞれの中心軸：Ｐ1 ，Ｐ2 を含む平
面：α（図２において二点鎖線で示す）上に、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 が位置
せしめられるように、配置されている。また、第三ルーメン１８ｃは、その中心軸：Ｐ3 
が、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 と一致せしめられると共に、第一ルーメン１８ａ
と第二ルーメン１８ｂとの間の中央に位置せしめられるように、配置されている。更に、
第四ルーメン１８ｄは、その中心軸：Ｐ4 と第三ルーメン１８ｃの中心軸：Ｐ3 を含む平
面：β（図２において二点鎖線で示す）が、第一及び第二ルーメン１８ａ，１８ｂのそれ
ぞれの中心軸：Ｐ1 ，Ｐ2 を含む平面：αに対して直交せしめられるような位置に配置さ
れている。
【００４０】
また、そのような四つのルーメン１８ａ～１８ｄを内部に有するカテーテル本体１０にあ
っては、血管内への挿入方向前方側（図１において右側）の端部に、その先端において軸
方向に開口する先端開口部２０を有している。更に、かかるカテーテル本体１０の前方側
端部における先端よりも僅かに後方側の部位には、管壁を貫通して、側方に開口する突出
孔２２が、形成されている。更にまた、カテーテル本体１０の前方側の端部における突出
孔２２の形成部位よりも更に後方側の部位にも、管壁を貫通する側孔２４が、設けられて
いる。
【００４１】
そして、図２及び後述する図３からも明らかなように、カテーテル本体１０の前方側端部
に設けられた上記三つの孔部２０，２２，２４のうち、先端開口部２０と側孔２４とが、
それぞれの中心点：Ｏ1 ，Ｏ2 を、第一ルーメン１８ａと第二ルーメン１８ｂのそれぞれ
の中心軸：Ｐ1 ，Ｐ2 を含む前記平面：α上に位置せしめるように、配置されている。一
方、突出孔２２は、その中心点：Ｏ3 を、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 を含んで平
面：αに対して直交する前記平面：β上に位置せしめるように、配置されている。これに
より、ここでは、側孔２４が、先端開口部２０の開口方向と突出孔２２の開口方向とに対
して直角となる方向に向かって開口せしめられるようになっている。
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【００４２】
そして、そのようにして、カテーテル本体１０の前方側端部に設けられた先端開口部２０
が、第一ルーメン１８ａに対して連通せしめられている。また、側孔２４が、第二ルーメ
ン１８ｂに連通せしめられている。更に、突出孔２２が、第三ルーメン１８ｃに連通せし
められている。これによって、ここでは、カテーテル本体１０の前方側端部において、第
一ルーメン１８ａが、先端開口部２０を通じて、軸方向前方側（図１中、右側方向）に向
かって開口せしめられている。また、第二ルーメン１８ｂが、側孔２４を通じて、第一ル
ーメン１８ａの開口方向と直角となる側方（図１中、紙面に直角な方向）に向かって開口
せしめられている。更に、第三ルーメン１８ｃが、突出孔２２を通じて、第一ルーメン１
８ａの開口方向と第二ルーメン１８ｂの開口方向の何れの方向に対しても直角となる方向
（図１中、下側方向）に向かって開口せしめられている。
【００４３】
一方、カテーテル本体１０における血管内への挿入方向後方側（図１において左側）の端
部には、カテーテル本体１０を三つに分岐する分岐ソケット２６を介して、三つのコネク
タ２８，３０，３２が、取り付けられている。更に、かかるカテーテル本体１０の後方側
端部における分岐ソケット２６の配設部位よりも所定寸法前方側には、カテーテル本体１
０の管壁を貫通して、前記側孔２４の開口方向とはカテーテル本体１０の径方向の反対の
方向に向かって開口する挿入孔３４が、形成されている。
【００４４】
そして、それら三つのコネクタ２８～３２が、カテーテル本体１０内に設けられた第二乃
至第四の三つのルーメン１８ｂ～１８ｄに対して、それぞれ一つずつ対応して、連通せし
められている。また、挿入孔３４は、第一ルーメン１８ａに連通せしめられている。これ
によって、カテーテル本体１０における血管内への挿入方向後方側の端部において、第一
ルーメン１８ａが、挿入孔３４を通じて、外方に開口せしめられている一方、第二、第三
、及び第四ルーメン１８ｂ～１８ｄが、三つのコネクタ２８～３２の開口部を通じて、外
方に開口せしめられている。
【００４５】
そして、前述せる如く、ここでは、針状管体１２と第一及び第二ガイドワイヤ１４，１６
とが、カテーテル本体１０内に、それぞれの軸方向に移動可能に挿入されている。第一ガ
イドワイヤ１４は、カテーテル本体１０の内部に設けられた第一ルーメン１８ａ内に、カ
テーテル本体１０における後方側端部の管壁に設けられた挿入孔３４を通じて挿入されて
いる。一方、第二ガイドワイヤ１６は、カテーテル本体１０の内部に設けられた第二ルー
メン１８ｂ内に、カテーテル本体１０の後方側端部に取り付けられたコネクタ２８の開口
部（後端開口部）を通じて挿入されている。更に、針状管体１２は、カテーテル本体１０
の内部に設けられた第三ルーメン１８ｃ内に、カテーテル本体１０の後方側端部に取り付
けられたコネクタ３０の開口部を通じて挿入されている。
【００４６】
　従って、図１と、針状管体１２と各ガイドワイヤ１４，１６のそれぞれの中心軸の位置
を表す図３とから明らかなように、第一ガイドワイヤ１４は、第一ルーメン１８ａ内での
軸方向前方側への移動により、カテーテル本体１０の前方側端部の先端開口部２０を通じ
て、前記平面：α上で、第一ルーメン１８ａ内から軸方向前方に向かって延出せしめられ
得るようになっている。また、第二ガイドワイヤ１６は、第二ルーメン１８ｂ内での軸方
向前方側への移動により、カテーテル本体１０の前方側端部の側孔２４を通じて、前記平
面：α上で、第二ルーメン１８ｂ内から軸方向に対して側方に向かって延出せしめられ得
るようになっている。更に、針状管体１２にあっては、第三ルーメン１８ｃ内での軸方向
前方側への移動により、先端の針部１１が、突出孔２２を通じて、前記平面：αに直交す
る平面：β上で、第三ルーメン１８ｃ内から、第一ガイドワイヤ１４の延出方向と第二ガ
イドワイヤ１６の延出方向の何れの方向に対しても直角となる方向に向かって突出せしめ
られるようになっている。これらのことから明らかなように、本実施形態では、第一ルー
メン１８ａと第二ルーメン１８ｂとにて、第一ガイドワイヤ用ルーメンと第二ガイドワイ
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ヤ用ルーメンが構成され、また第三ルーメン１８ｃにて、針状管体用ルーメンが構成され
ている。
【００４７】
第三ルーメン１８ｃ内に挿入される針状管体１２は、図２及び図４から明らかなように、
全体として、可撓性を有する細管からなっている。そして、かかる針状管体１２にあって
は、先端に設けられた針部１１を除いた部分が、カテーテル本体１０よりも長い長さと０
．４ｍｍ程度の直径とを有する細管からなる薬液流通管路部３６とされている。即ち、針
状管体１２は、針部１１と薬液流通管路部３６とからなる一体品にて、構成されている。
【００４８】
また、かかる針状管体１２の薬液流通管路部３６は、例えば、ポリテトラフルオロエチレ
ンやポリイミド等の可撓性を有する合成樹脂材料等からなっている。一方、針部１１は、
例えば、Ｎｉ－Ｔｉ合金等の超弾性合金材料やステンレス等の金属材料等の弾性材料から
からなっている。そして、この針状管体１２の薬液流通管路部３６が、コネクタ３０を介
して取り付けられた、所定の薬液を供給する薬液供給手段としてのシリンジ３８に接続さ
れている。
【００４９】
これによって、針状管体１２は、十分な可撓性乃至は弾性が具備せしめられて、屈曲蛇行
せしめられる血管に沿って、その内部に挿入されたカテーテル本体１０の第三ルーメン１
８ｃ内にスムーズに挿入され、軸方向に移動せしめられ得るようになっている。また、そ
のような第三ルーメン１８ｃ内での軸方向前方側への移動により、針部１１が、カテーテ
ル本体１０の突出孔２２から外部に突出せしめられて、心筋に対して穿刺せしめられ得る
ようになっている。更に、シリンジ３８を通じて、壊死した心筋の再生を図るための細胞
又は増殖因子、例えば、ｂＦＧＦ（塩基性線維芽細胞増殖因子）やＶＥＧＦ（血管内皮細
胞増殖因子）、ＨＧＦ（肝細胞増殖因子）等を含む薬液が、薬液流通管路部３６内に導入
されて、先端の針部１１の開口部から、外部に吐出せしめられ得るようになっている。
【００５０】
また、図４に示されるように、ここでは、突出孔２２の開口周縁部を含む、第三ルーメン
１８ｃの前方側端部の内周面が、軸方向前方に向かって、突出孔２２の開口方向に湾曲す
る凸状湾曲面からなる案内面４０とされている。更に、針状管体１２の針部１１も、かか
る案内面４０の湾曲形状に対応した湾曲形状を有している。これによって、針状管体１２
の軸方向前方側への移動に伴って、針部１１が、案内面４０に摺接せしめられつつ、かか
る案内面４０により、突出孔２２に向かってスムーズに案内されるようになっている。
【００５１】
なお、このような案内面４０や針部１１の湾曲形状は、例えば、針部１１の剛性等を考慮
して、適宜に決定される。また、それら案内面４０や針部１１における湾曲部位の曲率半
径の大きさ等は、特に限定されるものではないものの、案内面４０の湾曲形状と針部１１
の湾曲形状が合成されて、針部１１が、突出孔２２から突出せしめられる際の、両者の接
点における突出角度：θが４５°以上となるような大きさとされていることが、望ましい
。
【００５２】
これによって、図４に示される如く、針部１１が突出孔２２から十分に突出せしめられた
際に、針部１１の先端部位が、突出孔２２側に接近し、針部１１が突出した際の位置を認
識し易い。また、針部１１の接線：ｍを、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 や針状管体
１２が挿入される第三ルーメン１８ｃの中心軸：Ｐ3 に対して、より突出孔２２に近い位
置で直交するように位置させることが出来る。従って、針状管体１２が心筋に進入する方
向の分力（図３に示される二つのベクトル：Ｖｖ，Ｖｈのうち、第三ルーメン１８ｃの中
心軸：Ｐ3 に対して直角なベクトル：Ｖｖの大きさ）が大きくなるため、針状管体１２を
、よりスムーズに心筋内に進入させることが出来る。
【００５３】
さらに、ここでは、針部１１の先端面、つまり針部１１の開口部における開口端面４１が
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、カテーテル本体１０の前方側に向かって、突出孔２２の開口方向に傾斜する傾斜面、つ
まり、図４において、針部１１の下側が傾斜する傾斜面とされている。
【００５４】
また、カテーテル本体１０の前方側端部における突出孔２２と側孔２４のそれぞれの形成
部位の間には、バルーン４２が、設けられている。このバルーン４２は、柔軟な合成樹脂
材料からなり、内部に、生理食塩水等の流体が導入されることにより、突出孔２２の開口
方向に向かって拡張し、そして、かかる流体が排出されることにより、拡張状態から収縮
せしめられ得るように構成された公知の構造を有している。そして、第四ルーメン１８ｄ
が、このバルーン４２の内部に向かって開口せしめられている。また、図１からも明らか
な如く、かかる第四ルーメン１８ｄに連通せしめられた状態下で、カテーテル本体１０の
後方側端部に取り付けられたコネクタ３２には、バルーン４２を拡張せしめるための流体
を供給する流体供給手段としてのシリンジ４４が、接続されている。このことから明らか
なように、本実施形態では、第四ルーメン１８ｄにて、バルーン用ルーメンが構成されて
いる。
【００５５】
なお、図１及び図４中、４６は、金、白金、白金ロジウム合金等の放射線不透過材料を用
いて形成されたマーカーチューブである。このマーカーチューブ４６は、軸方向一方側の
開口端面が傾斜面とされて、筒壁部に、軸方向長さの最長部位と最短部位とが形成されて
いる。そして、かかるマーカーチューブ４６にあっては、筒壁部の最長部位か最短部位の
何れかが、カテーテル本体１０に形成された突出孔２２の位置に対応する状態で、カテー
テル本体１０に外挿固定されている。マーカーチューブ４６の先端は、針状管体１２が突
出した際における針状管体１２（針部１１）の接線：ｍに略一致するようになっている。
これによって、カテーテル本体１０を血管内に挿入せしめた状態下で、突出孔２２の位置
及び針状管体１２の先端の位置が、マーカーチューブ４６の筒壁部の先端部、最長部位、
及び最短部位をＸ線透視することで、容易に把握され得るようになっている。なお、本実
施形態では、図４に示されるように、マーカーチューブ４６の筒壁部の最短部位が、突出
孔２２側に位置せしめられている。また、マーカーチューブ４６は、カテーテル本体１０
内に埋め込まれる形式で取り付けることも出来る。
【００５６】
ところで、かくの如き構造を有する本実施形態の薬液注入カテーテルにあっては、特に、
第一及び第二ガイドワイヤ１４，１６や針状管体１２が挿入された第一乃至第三ルーメン
１８ａ～１８ｃと、バルーン４２を拡張させるための流体が流通せしめられる第四ルーメ
ン１８ｄの四つのルーメン１８ａ～１８ｄが内部に設けられたカテーテル本体１０が、従
来装置に見られない特別な形状を有して、構成されている。
【００５７】
すなわち、図２は、内部に、第一乃至第四ルーメン１８ａ～１８ｄが設けられたカテーテ
ル本体１０の後方側部分における軸方向に直角な断面形状を示している。また、図５は、
内部に、第一ルーメン１８ａと第三及び第四ルーメン１８ｃ，１８ｄが設けられたカテー
テル本体１０の前方側部分における軸方向に直角な断面形状（横断面形状）を示している
。これら二つの断面形状は、互いに大きさの異なる略三角形形状とされている。
【００５８】
より詳細には、カテーテル本体１０の後方側部分、換言すれば、カテーテル本体１０にお
ける側孔２４の形成部位よりも後部側の部位は、図２に示される如く、横断面上において
、第一ルーメン１８ａと第二ルーメン１８ｂと第四ルーメン１８ｄのそれぞれの中心軸（
中心点）：Ｐ1 ，Ｐ2 ，Ｐ4 を頂点として形成される三角形：ア（図２において二点鎖線
で示す）の各頂点：Ｑ1 ，Ｑ2 ，Ｑ4 に対応して、それぞれ位置せしめられた三つの凸状
湾曲角部４８，５０，５２と、かかる三角形：アの三つの辺部：Ｒ1 ，Ｒ2 ，Ｒ4 に対応
して位置せしめられた三つの側面５４，５６，５８とを有している。そして、それら三つ
の凸状湾曲角部４８，５０，５２のうちの互いに隣り合うもの同士が、三つの側面５４，
５６，５８にて、それぞれ連結されている。
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【００５９】
かくして、本実施形態の薬液注入カテーテルにおいては、カテーテル本体１０の後方側部
分の外周面形状が、角部が丸くされた略三角形状とされている。即ち、換言すれば、カテ
ーテル本体１０の後方側部分の横断面形状（軸方向に直角な断面形状）が、中心軸：Ｐ0 
を中心として、三つの凸状湾曲角部４８，５０，５２を結ぶ円形形状（図２において二点
鎖線で示す）の外周の三つ部分を径方向内方に凹ませて形成した略三角形形状とされてい
る。
【００６０】
そして、これによって、カテーテル本体１０の後方側部分の横断面積が、横断面円形形状
とされた従来カテーテルの本体の横断面積よりも小さくされている。また、そのようなカ
テーテル本体１０の後方側部分における横断面三角形形状の三つの辺部：Ｒ1 ，Ｒ2 ，Ｒ

4 に対応位置せしめられた三つの側面５４，５６，５８が、カテーテル本体１０の後方側
端部の外周面に対して、軸方向に沿って、全長に亘って連続して延びるように形成された
凹部として、構成されている。
【００６１】
　なお、かくの如き外周面形状を有するカテーテル本体１０の後方側部分では、針状管体
１２の突出方向（図２中、下方）の最大幅となる、突出孔２２の形成側に位置する凸状湾
曲角部５２の先端から、それに対向する側面５８までの距離：Ｘ1 が、約１．５ｍｍ程度
とされている。また、針状管体１２の突出方向に対して直角な方向（図２中、左右方向）
の最大幅となる、側面５８の両端に位置する二つの凸状湾曲角部４８，５０のそれぞれの
先端同士の間の距離：Ｙ1 が約２．０ｍｍ程度とされている。これによって、カテーテル
本体１０の後方側端部の幅が、針状管体１２の突出方向の幅よりも、針状管体１２の突出
方向に対して直角な方向の幅の方が大きくされている。以て、針状管体１２の突出方向に
容易に屈曲せしめられ得るようになっている。
【００６２】
また、かかるカテーテル本体１０の後方側部分においては、三つの側面５４，５６，５８
のうち、第一ルーメン１８ａと第二ルーメン１８ｂのそれぞれの中心軸：Ｐ1 ，Ｐ2 に対
応する二つの頂点：Ｑ1 ，Ｑ2 を結ぶ辺部：Ｒ4 に対応位置する側面５８、つまり、突出
孔２２の形成側に位置する凸状湾曲角部５２と対向して、針状管体１２の突出孔２２から
の突出方向に対して直交するように延びる側面５８が、曲率の小さな湾曲面とされている
。これによって、針状管体１２が心筋に穿刺せしめられた際に、その反力にて、カテーテ
ル本体１０の湾曲面からなる側面５８が、血管の内壁面に対して、可及的に大きな面積部
分にて接触せしめられるようになっている。また、そのような湾曲面からなる側面５８以
外の二つの側面５４，５６は、何れも、平面形態を有している。これによって、カテーテ
ル本体１０の後方側部分の横断面積が、より可及的に小さくされている。
【００６３】
一方、図５に示されるように、カテーテル本体１０の前方側部分、換言すれば、カテーテ
ル本体１０における側孔２４の形成部位よりも前部側の部位は、第二ルーメン１８ｂの形
成部位が除去されている。そのため、このカテーテル本体１０の前方側部分は、横断面上
において、第一ルーメン１８ａと第三ルーメン１８ｃと第四ルーメン１８ｄのそれぞれの
中心軸（中心点）：Ｐ1 ，Ｐ3 ，Ｐ4 を頂点として形成される三角形：イ（図５において
二点鎖線で示す）の各頂点：Ｑ1 ，Ｑ3 ，Ｑ4 に対応して、それぞれ位置する三つの凸状
湾曲角部６０，６２，６４と、かかる三角形：イの三つの辺部：Ｒ1 ，Ｒ3 ，Ｒ4 に対応
して位置する三つの側面６６，６８，７０とを有している。そして、それら三つの凸状湾
曲角部６０，６２，６４のうちの互いに隣り合うもの同士が、三つの側面６６，６８，７
０にて、それぞれ連結されている。
【００６４】
かくして、カテーテル本体１０の前方側部分の外周面形状が、角部が丸くされた略三角形
状とされている。また、このカテーテル本体１０の前方側部分の外周面形状は、カテーテ
ル本体１０の後方側部分のそれよりも小さくされている。即ち、カテーテル本体１０の前
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方側部分の横断面形状が、中心軸：Ｐ0 を中心として二つの凸状湾曲角部６０，６４を結
ぶ円形形状（図５において二点鎖線で示す）の外周を、カテーテル本体１０の後方側部分
よりも大きく凹ませてなる略三角形形状とされている。
【００６５】
そして、これによって、カテーテル本体１０の前方側部分の横断面積が、その後方側部分
の横断面積よりも更に小さくされている。以て、かかるカテーテル本体１０の前方側部分
における断面二次モーメントが低下せしめられて、柔軟性が向上せしめられている。また
、このようなカテーテル本体１０の前方側部分においては、横断面三角形形状の三つの辺
部：Ｒ1 ，Ｒ3 ，Ｒ4 に対応して位置せしめられた三つの側面６６，６８，７０が、カテ
ーテル本体１０の前方側部分の外周面に対して、軸方向に沿って、全長に亘って連続して
延びるように形成された凹部として、構成されている。即ち、側面６６は、側面５４に対
して緩やかに接続する。また、側面６８と側面５６は、事実上、同一の側面である。更に
、側面７０は、側面５８に接続されている。
【００６６】
なお、かくの如き外周面形状を有するカテーテル本体１０の前方側部分では、針状管体１
２の突出方向の最大幅となる、突出孔２２の形成側に位置する凸状湾曲角部６４の先端か
ら、それに対向する側面７０までの距離：Ｘ2 が、約１．５ｍｍ程度とされている。また
、針状管体１２の突出方向に対して直角な方向の最大幅となる、側面７０の両端に位置す
る二つの凸状湾曲角部６０，６２のそれぞれの先端同士の間の距離：Ｙ2 も約１．５ｍｍ
程度とされている。
【００６７】
さらに、かかるカテーテル本体１０の前方側部分においては、三つの側面６６，６８，７
０のうち、第一ルーメン１８ａと第三ルーメン１８ｃのそれぞれの中心軸：Ｐ1 ，Ｐ3 に
対応する二つの頂点：Ｑ1 ，Ｑ3 を結ぶ辺部：Ｒ4 に対応位置する側面７０、つまり、突
出孔２２が形成される凸状湾曲角部６４と対向して、針状管体１２の突出孔２２からの突
出方向に対して直交するように延びる側面７０が、曲率の小さな湾曲面とされている。こ
れによって、針状管体１２が心筋に穿刺せしめられた際に、その反力にて、カテーテル本
体１０の湾曲面からなる側面７０が、血管の内壁面に対して、可及的に大きな面積部分に
て接触せしめられるようになっている。また、そのような湾曲面からなる側面７０以外の
二つの側面６６，６８は、何れも、平面形態を有している。これによって、カテーテル本
体１０の前方側部分の横断面積が、より可及的に小さくされている。
【００６８】
次に、かくの如き構造とされた本実施形態の薬液注入カテーテルを用いて、心筋の壊死部
等の病巣部に所定の薬液を注入する方法について、説明する。
【００６９】
すなわち、かかる薬液注入カテーテルを用いた薬液注入療法の実施に際しては、例えば、
先ず、図６に示されるように、第一ガイドワイヤ１４が、心筋７２の表面上の主血管７４
内に挿入される。その一方で、第二ガイドワイヤ１６が、主血管７４から分岐せしめられ
た、心筋７２の表面上の分岐血管７６内に挿入される。なお、ここでの第一及び第二ガイ
ドワイヤ１４，１６の主血管７４内と分岐血管７６内への挿入操作は、一般に、手動で行
なわれる。
【００７０】
次に、カテーテル本体１０が、第一ガイドワイヤ１４に沿って、心筋７２表面上の主血管
７４内に挿入される。このカテーテル本体１０の主血管７４内への挿入操作は、放射線で
透視して、カテーテル本体１０の挿入方向前方側端部に外挿されたマーカーチューブ４６
の位置をモニタ等で確認しながら行なわれる。即ち、カテーテル本体１０の主血管７４内
への挿入操作により、マーカーチューブ４６が、主血管７４の所定の箇所に到達したら、
カテーテル本体１０の挿入操作が、一旦終了される。そして、そこで、マーカーチューブ
４６の最短部位や最長部位の位置が確かめられて、突出孔２２が、薬液が注入されるべき
心筋７２の病巣部の所定位置において、かかる病巣部に向かって開口して位置せしめられ
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るように、カテーテル本体１０が軸心回りに回転させられつつ、主血管７４内での軸方向
位置も、微調整される。
【００７１】
なお、前述せる如く、本実施形態の薬液注入カテーテルにおいては、カテーテル本体１０
における側孔２４の形成部位よりも後方側の部分と、その前方側の部分とが、何れも、略
三角形状の横断面形状とされていることにより、それらの横断面積が、有利に小さくされ
ている。このため、そのようなカテーテル本体１０の主血管７４内への挿入操作が、容易
に行なわれ得ることとなる。
【００７２】
また、カテーテル本体１０の後方側部分の横断面積よりも、その前方側部分の横断面積が
小さくされて、かかる前方側部分の柔軟性が高められている。そのため、カテーテル本体
１０を主血管７４内への挿入時に、主血管７４の内壁面の損傷が、効果的に防止され得る
。
【００７３】
さらに、カテーテル本体１０の後方側部分は、曲率の小さな湾曲面からなる側面５８と平
面からなる二つの側面５４，５６とを有している。一方、カテーテル本体１０の前方側部
分も、曲率の小さな湾曲面からなる側面７０と平面からなる二つの側面６６，６８とを有
している。そのため、カテーテル本体１０が、主血管７４内に挿入された際に、それら各
側面５４，５６，５８，６６，６８，７０と主血管７４の内壁面との間に、隙間が形成さ
れることとなる。これによって、カテーテル本体１０の主血管７４内への挿入状態下で、
各側面５４，５６，５８，６６，６８，７０と主血管７４の内壁面との間に形成される隙
間を通じて、血液が、確実に流通せしめられ得る。
【００７４】
引き続き、図７に示されるように、カテーテル本体１０が、主血管７４内の前述の如き所
定箇所に位置せしめられたら、シリンジ４４から、カテーテル本体１０内部の第四ルーメ
ン１８ｄ内に、生理食塩水等が導入されて、バルーン４２が、突出孔２２の開口方向に向
かって拡張せしめられる。これによって、カテーテル本体１０が、主血管７４内において
、薬液が注入されるべき心筋７２の病巣部上に、固定的に保持される。なお、このときに
も、カテーテル本体１０の各側面５４，５６，５８，６６，６８，７０と主血管７４の内
壁面との間に隙間が確保される。それによって、バルーン４２の拡張状態下でも、主血管
７４内の血流が、有利に確保され得る。
【００７５】
その後、針状管体１２が、第三ルーメン１８ｃ内で、カテーテル本体１０の主血管７４内
への挿入方向前方側に向かって移動せしめられる。このとき、針状管体１２の先端の針部
１１が、第三ルーメン１８ｃ内の前方側端部に到達したら、図７において二点鎖線で示さ
れるように、針部１１は、第三ルーメン１８ｃの前方側端部の内周部に設けられた案内面
４０に摺接せしめられつつ、突出孔２２に向かってスムーズに前進せしめられる。そして
、かかる針状管体１２の更なる前進移動によって、図７に実線で示される如く、針部１１
が、突出孔２２を通じて突出せしめられる。この針状管体１２の移動による針部１１の突
出操作は、手動、若しくは公知のねじ機構等によって、行なわれることとなる。
【００７６】
なお、前述せるように、本実施形態の薬液注入カテーテルにおいては、カテーテル本体１
０の先端開口部２０と側孔２４とからそれぞれ延出せしめられた第一ガイドワイヤ１４と
第二ガイドワイヤ１６のそれぞれの延出方向に対して実質的に直角となる方向に向かって
、針状管体１２の針部１１が、突出孔２２から突出せしめられるようになっている。そし
て、ここでは、カテーテル本体１０の先端開口部２０と側孔２４とからそれぞれ延出せし
められた第一ガイドワイヤ１４と第二ガイドワイヤ１６とが、心筋７２の表面上を走行す
る主血管７４と分岐血管７６とに対して、それぞれ挿入されている。よって、第一及び第
二ガイドワイヤ１４，１６にて形成される面は、実質的に、心筋７２の表面と近似してい
る。
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【００７７】
それ故に、上述の如き操作によりカテーテル本体１０の突出孔２２から突出された針状管
体１２の針部１１は、心筋７２の表面に対して実質的に直角な方向に向かって突出せしめ
られることとなる。しかも、かかる針部１１にあっては、前述せる如く、針状管体１２の
移動方向に向かって、突出孔２２からの突出方向に湾曲せしめられる湾曲形状を有してい
るために、突出孔２２からの突出状態下で、その先端部位の接線：ｍがカテーテル本体１
０の中心軸：Ｐ0 に対して直交するように、配置される。なお、ここで、実質的に直角と
言うのは、実際には、心筋７２が複雑な形状を有しているため、厳密には、針部１１が、
かかる心筋７２の表面に対して直角に突出しない場合があることを考慮してのことである
。
【００７８】
従って、本操作によって、カテーテル本体１０の突出孔２２から突出された針状管体１２
の針部１１が、主血管７４の血管壁７８を貫通して、心筋７２の病巣部の所定箇所に対し
て穿刺せしめられる。そして、カテーテル本体１０内での針状管体１２の前進移動に伴っ
て、針部１１が、心筋７２の表面に対して実質的に直角な方向に向かって、病巣部の所定
の深さにまで進入せしめられることとなる。
【００７９】
また、このような病巣部内部への針部１１の進入時には、針部１１を通じて、カテーテル
本体１０に対して、針部１１の進入方向と反対方向、つまり、心筋７２の表面に対して直
角な方向に、針部１１の心筋７２内への進入に対する反力の大部分が作用せしめられるこ
ととなる。しかし、ここでは、第一ガイドワイヤ１４と第二ガイドワイヤ１６とが、心筋
７２の表面上で、主血管７４内と分岐血管７６内とに挿入位置せしめられている。このた
め、そのような反力が、それら第一ガイドワイヤ１４と第二ガイドワイヤ１６とにより、
それぞれ分担せしめられて、十分に且つ確実に受け止められ得ることとなる。従って、本
操作により、心筋７２の病巣部の所定の深さまでの針部１１の進入が、極めてスムーズに
且つ確実に行なわれ得るのである。
【００８０】
なお、前述せる如く、カテーテル本体１０の後方側部分が、針状管体１２の突出方向に対
して直角な方向よりも、その突出方向において、容易に屈曲せしめられ得るようになって
いる。そのため、カテーテル本体１０を主血管７４内に挿入する際、カテーテル本体１０
が、心筋７２の表面に沿って屈曲し易くなって、カテーテル本体１０の主血管７４内への
挿入が容易となる。また、針部１１が心筋７２の病巣部に穿刺せしめられた際に、カテー
テル本体１０の後方側部分が、針状管体１２の突出方向に容易に屈曲せしめられて、かか
るカテーテル本体１０の後方側部分の一部とその前方側部分とが、針状管体１２の突出方
向とは反対側の、湾曲した大きな面積部分である側面５８，７０において、主血管７４の
内壁面に接触せしめられる。
【００８１】
従って、本操作により、針状管体１２の針部１１が心筋７２の病巣部に穿刺されて、進入
せしめられる際に、その反力が、カテーテル本体１０の湾曲面からなる二つの側面５８，
７０にて、主血管７４の内壁面を損傷させることなく、良好に且つ効率的に受け止められ
得ることとなる。
【００８２】
　次に、針部１１が、心筋７２の病巣部の所定の深さ位置にまで進入したら、針状管体１
２の移動が終了せしめられる。その後、針状管体１２の基部側部位におけるコネクタ３０
に接続されたシリンジ３８から、心筋７２の再生を図るための細胞または増殖因子等を含
む薬液が、針状管体１２の内孔内に導入される。そして、かかる薬液が、針部１１の先端
開口部から外部に吐出せしめられることにより、心筋７２の病巣部内に注入される。
【００８３】
その後、心筋７２の病巣部の一箇所に薬液が注入されたら、針状管体１２がカテーテル本
体１０内で後退移動させられて、針部１１が、カテーテル本体１０内に引き込まれる。そ



(15) JP 4212949 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

して、引き続いて、他の場所において、このような心筋７２の病巣部に対する薬液の注入
操作が複数回繰り返され、それによって、心筋７２の病巣部の複数箇所に対して、薬液が
注入されることとなる。
【００８４】
このように、本実施形態の薬液注入カテーテルにあっては、カテーテル本体１０の外周面
形状が、角部の丸い略三角形形状とされていることにより、その横断面積が有利に小さく
されている。それ故に、例えば、従来の薬液注入カテーテルにおける、横断面形状が円形
形状とされたカテーテル本体１０を主血管７４内に挿入する場合よりも、カテーテル本体
１０が、主血管７４内に、よりスムーズに且つ容易に挿入され得る。
【００８５】
しかも、かかる薬液注入カテーテルにおいては、カテーテル本体１０が主血管７４内に挿
入された状態下で、その後方側部分の三つの側面５４，５６，５８と主血管７４の内壁面
との間や、その前方側部分の三つの側面６６，６８，７０と主血管７４の内壁面との間に
、隙間が形成されて、血流が有利に確保され得る。また、カテーテル本体１０の前方側部
分が後方側部分よりも、横断面積が小さくされている。これによって、カテーテル本体１
０の挿入状態下での、主血管７４内の血流が、より効果的に確保され得る。従って、所定
の薬液を心筋７２の病巣部に注入するための手技が、より安全に行なわれ得る。
【００８６】
また、本実施形態の薬液注入カテーテルにおいては、カテーテル本体１０の突出孔２２か
ら突出せしめられた針部１１が、心筋７２の病巣部における所定の位置に対して、確実に
穿刺され得る。しかも、そのような針部１１の心筋７２に対する穿刺によって生ずる反力
の大部分が、心筋７２の表面上の主血管７４内と分岐血管７６内とに挿入された第一ガイ
ドワイヤ１４と第二ガイドワイヤ１６とにて、十分に且つ確実に受け止められて、針部１
１が、心筋７２の病巣部の所定の深さ位置にまで、極めてスムーズに且つ確実に進入せし
められ得る。
【００８７】
従って、かくの如き本実施形態の薬液注入カテーテルを用いれば、心筋７２の病巣部が硬
化していても、針部１１が、かかる病巣部における所定位置において、所望の深さ部位に
まで確実に穿刺され得る。そして、その結果として、心筋７２の再生を図るための薬液を
心筋７２の病巣部に注入する治療や処置の効果が、より十分に高められ得ることとなる。
【００８８】
　さらに、本実施形態の薬液注入カテーテルにあっては、第一ガイドワイヤ１４が、カテ
ーテル本体１０の後方側端部において、側方に開口する状態で設けられた挿入孔３４から
、第一ルーメン１８ａ内に挿入されて、カテーテル本体１０の先端開口部２０を通じて、
軸方向の前方に向かって真っ直ぐに延出せしめられている。また、第二ガイドワイヤ１６
が、カテーテル本体１０の後端部において、そこに取り付けられたコネクタ２８の開口部
から、第二ルーメン１８ｂ内に真っ直ぐに挿入されて、カテーテル本体１０の前方側端部
において、側方に開口する状態で設けられた側孔２４を通じて、側方に向かって延出せし
められている。
【００８９】
それ故に、かかる薬液注入カテーテルにおいては、第一ガイドワイヤ１４と第二ガイドワ
イヤ１６が、何れも、一箇所のみにおいて屈曲乃至は湾曲せしめられた状態で、カテーテ
ル本体１０内に挿通せしめられている。従って、カテーテル本体１０内に挿入される各ガ
イドワイヤ１４，１６の摺動抵抗が、比較的に小さくなり、各ガイドワイヤ１４，１６の
カテーテル本体１０への挿入操作が、よりスムーズに行なわれることとなる。
【００９０】
更にまた、本実施形態に係る薬液注入カテーテルにあっては、針状管体１２が挿入配置さ
れる第三ルーメン１８ｃが、その中心軸：Ｐ3 を、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 に
一致させた状態で配置されている。これによって、薬液注入カテーテル全体のバランスが
良好なものとなり、以て、心筋７２の病巣部に対して薬液を注入せしめるための手技が、
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より安定的に行なわれ得ることとなる。
【００９１】
また、かかる薬液注入カテーテルにおいては、針状管体１２が挿入配置される第三ルーメ
ン１８ｃの中心軸：Ｐ3 と、それに一致するカテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 とを含み
、且つ第一及び第二ガイドワイヤ１４，１６がそれぞれ挿入配置される第一及び第二ルー
メン１８ａ，１８ｂのそれぞれの中心軸：Ｐ1 ，Ｐ2 を含む平面：αに対して直交する平
面β上に、針状管体１２の針部１１が突出せしめられる突出孔２２の中心点：Ｏ3 が位置
するように、かかる突出孔２２が配設されている。これによって、針状管体１２のカテー
テル本体１０内での配置バランスと、針部１１を突出孔２２から突出させる際の操作バラ
ンスとが、良好なものとなる。そして、その結果として、心筋７２の病巣部に対する薬液
の注入のための手技が、更に一層安定的に且つスムーズに行なわれ得ることとなる。
【００９２】
さらに、本実施形態に係る薬液注入カテーテルにあっては、第一及び第二ガイドワイヤ１
４，１６がそれぞれ挿入配置される第一及び第二ルーメン１８ａ，１８ｂの各中心軸：Ｐ

1 ，Ｐ2 と、針状管体１２が挿入配置される第三ルーメン１８ｃの中心軸：Ｐ3 と、カテ
ーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 とが、前記一つの平面：α上に位置せしめられると共に、
それら第一及び第二ルーメン１８ａ，１８ｂが、第三ルーメン１８ｃを間に挟んだ、その
両側に配置されている。これにより、第一ルーメン１８ａと第二ルーメン１８ｂとの間の
距離が可及的に大きく為されて、それら二つのルーメン１８ａ，１８ｂから、カテーテル
本体１０の先端開口部２０と側孔２４とを通じて外部に延出せしめられる第一ガイドワイ
ヤ１４と第二ガイドワイヤ１６間の距離も大きく為され得る。その結果、針部１１の心筋
７２の病巣部内への進入時に生ずる反力の大部分が、そのような第一ガイドワイヤ１４と
第二ガイドワイヤ１６とによって、より十分に且つ確実に受け止められ得ることとなる。
【００９３】
また、かかる薬液注入カテーテルでは、カテーテル本体１０の外部に設けられたバルーン
４２を拡張させるための流体が流通せしめられる第四ルーメン１８ｄが、その中心軸：Ｐ

4 を、針状管体１２が挿入配置される第三ルーメン１８ｃの中心軸：Ｐ3 と、カテーテル
本体１０の中心軸：Ｐ0 と、突出孔２２の中心点：Ｏ3 を含む前記平面：β上に位置させ
るようにして、配設されている。これによっても、薬液注入カテーテル全体のバランスが
良好なものとなり、以て、心筋７２の病巣部に対して薬液を注入せしめるための手技が、
より安定的に行なわれ得ることとなる。
【００９４】
さらに、本実施形態の薬液注入カテーテルにおいては、針状管体１２が挿入配置される第
三ルーメン１８ｃの前方側端部の内周面が、軸方向前方に向かって、突出孔２２の開口方
向に湾曲する凸状湾曲面からなる案内面４０とされていると共に、針状管体１２の針部１
１も、かかる案内面４０に対応した湾曲形状を有して構成されている。そして、そのため
に、カテーテル本体１０内での針状管体１２の前進移動に伴って、針部１１が、突出孔２
２から、心筋７２の表面に対して直角な方向に向かって、スムーズに且つ確実に突出せし
められ得るようになっている。このような構造によっても、心筋７２の病巣部に対して薬
液を注入せしめるための手技が、より安定的に且つ確実に行なわれ得ることとなる。
【００９５】
ところで、カテーテル本体１０内に設けられる第一乃至第四ルーメン１８ａ～１８ｄの配
置位置や、カテーテル本体１０の外周面形状は、前述せる如き例示のものに、何等限定さ
れるものではない。
【００９６】
例えば、図８に示されるように、第三ルーメン１８ｃを、その中心軸：Ｐ3 が、カテーテ
ル本体１０の径方向において、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 よりも、突出孔２２の
形成部位側に偏倚して位置せしめられるように、配置すると共に、第一及び第二ルーメン
１８ａ，１８ｂを、それぞれの中心軸：Ｐ1 ，Ｐ2 を含む平面：αが、カテーテル本体１
０の径方向において、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 よりも、突出孔２２の形成部位
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側とは反対側に偏倚して位置せしめられるように配置することも可能である。
【００９７】
そして、そのように配置された第一及び第二ルーメン１８ａ，１８ｂと第四ルーメン１８
ｄのそれぞれの中心軸（中心点）：Ｐ1 ，Ｐ2 ，Ｐ4 を頂点として形成される三角形：ウ
（図８において二点鎖線で示す）の各辺部：Ｒ1 ，Ｒ2 ，Ｒ4 に対応して位置せしめられ
た三つの側面５４，５６，５８が、凹状湾曲面とされた外周面形状を有するように構成し
ても良い。
【００９８】
また、図９に示される如く、第三ルーメン１８ｃを、その中心軸：Ｐ3 が、カテーテル本
体１０の径方向において、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 よりも、突出孔２２の形成
部位側とは反対側に偏倚して位置せしめられるように、配置すると共に、第一及び第二ル
ーメン１８ａ，１８ｂを、それぞれの中心軸：Ｐ1 ，Ｐ2 を含む平面：αが、カテーテル
本体１０の径方向において、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 よりも、突出孔２２の形
成部位側に偏倚して位置せしめられるように配置することも可能である。
【００９９】
そして、そのように配置された第一乃至第四ルーメン１８ａ～１８ｄのそれぞれの中心軸
（中心点）：Ｐ1 ～Ｐ4 を頂点として形成される四角形：エ（図９において二点鎖線で示
す）の各頂点：Ｑ1～Ｑ4 に対応して、それぞれ位置せしめられた四つの凸状湾曲角部４
８，５０，５２，５３と、かかる四角形：エの四つの辺部：Ｒ1 ～Ｒ4 に対応して位置せ
しめられて、四つの凸状湾曲角部４８，５０，５２，５３を連結する、平面からなる四つ
の側面５４，５６，５８，５９とを備えた略四角形状の外周面形状を有するように構成し
ても良い。
【０１００】
このような図８及び図９に示される如き構造を有する二つ実施形態においては、カテーテ
ル本体１０の横断面形状が、中心軸：Ｐ0 を中心として、中心軸：Ｐ0 より最も遠い凸状
湾曲角部の頂点を半径とする円形形状（図８及び図９において、それぞれ二点鎖線で示す
）よりも小さな形状とされている。また、カテーテル本体１０の各側面５４，５６，５８
，５９が、カテーテル本体１０の外周面に、その軸方向に沿って、全長に亘って連続して
延びる凹部として、構成されている。更に、針状管体１２の針部１１が、第一及び第二ガ
イドワイヤ１４，１６のそれぞれの延出方向に対して直角な方向に向かって突出せしめら
れ得るようになっている。従って、これら第二及び第三の二つの実施形態にあっても、前
記第一の実施形態と同様な作用・効果が、有効に享受され得ることとなる。
【０１０１】
また、図１０に示されるように、第三ルーメン１８ｃを、カテーテル本体１０に対して同
軸的に配置する一方、第一ルーメン１８ａを、その中心軸：Ｐ1 が、第三ルーメン１８ｃ
の中心軸：Ｐ3 と、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 と、突出孔２２の中心点：Ｏ3 と
を含む平面：β上において、第三ルーメン１８ｃの中心軸：Ｐ3 を間に挟んで、突出孔２
２の中心点：Ｏ3 の配設側とは反対側に位置せしめられるように配置する。更に、第二ル
ーメン１８ｂを、その中心軸：Ｐ2 が、第三ルーメン１８ｃの中心軸：Ｐ3 と、カテーテ
ル本体１０の中心軸：Ｐ0 とを含み、且つ上記平面：βに対して直交する平面：α上に位
置せしめられように、配置することも可能である。
【０１０２】
そして、そのように配置された第一及び第二ルーメン１８ａ，１８ｂと第四ルーメン１８
ｄのそれぞれの中心軸（中心点）：Ｐ1 ，Ｐ2 ，Ｐ4 を頂点として形成される三角形：オ
（図１０において二点鎖線で示す）の各辺部：Ｒ1 ，Ｒ2 ，Ｒ4 に対応して位置せしめら
れた三つの側面５４，５６，５８を備えた外周面形状を有するように構成しても良い。
【０１０３】
さらに、図１１に示される如く、第一、第二、及び第三ルーメン１８ａ～１８ｃを、全て
、それぞれの中心軸：Ｐ1 ～Ｐ3 が、カテーテル本体１０の中心軸：Ｐ0 と、突出孔２２
の中心点：Ｏ3 とを含む前記平面：β上に位置せしめられるように配置することも可能で
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ある。また、第四ルーメン１８ｄを、前記第一乃至第三の実施形態における配置位置とは
異なる位置に配置することも可能である。
【０１０４】
そして、そのように配置された第一ルーメン１８ａと第三ルーメン１８ｃと第四ルーメン
１８ｄのそれぞれの中心軸（中心点）：Ｐ1 ，Ｐ3 ，Ｐ4 を頂点として形成される三角形
：カ（図１１において二点鎖線で示す）の各辺部：Ｒ1 ，Ｒ3 ，Ｒ4 に対応して位置せし
められた三つの側面５４，５８，５９を備え、それらのうちの二つの側面５８，５９が、
凹状湾曲面とされた外周面形状を有するように構成しても良い。
【０１０５】
これら図１０及び図１１に示される如き構造を有する二つの実施形態にあっても、カテー
テル本体１０の横断面形状が、中心軸：Ｐ0 を中心として、中心軸：Ｐ0 より最も遠い凸
状湾曲角部の頂点を半径とする円形形状（図１０及び図１１において、それぞれ二点鎖線
で示す）よりも小さな形状とされている。また、カテーテル本体１０の各側面５４，５６
，５８，５９が、カテーテル本体１０の外周面に、その軸方向に沿って、全長に亘って連
続して延びる凹部として、構成されている。これによって、カテーテル本体１０が、主血
管７４内に容易に挿入され得ると共に、そのような挿入状態下で、主血管７４内の血流が
有利に確保され得ることとなる。
【０１０６】
また、これら二つの実施形態においては、第一ルーメン１８ａと第二ルーメン１８ｂとが
、捻れ若しくは平行な位置関係となって、それぞれの中心軸：Ｐ1 ，Ｐ2 の配置位置にお
いて、カテーテル本体１０の径方向において、偏差：ｄを有している。しかしながら、こ
のような偏差：ｄは、カテーテル本体１０の径よりも小さな、極めて微小な寸法である。
そのため、それら第一及び第二ルーメン１８ａ，１８ｂ内にそれぞれ挿入配置される第一
及び第二ガイドワイヤ１４，１６の各延出方向ベクトルが交差している点で変わりないた
め、これらの方向ベクトルを含む面に、実質的に針状管体１２が突出することとなる。従
って、そのような微小な偏差：ｄによって影響されるようなことは、殆どないのである。
【０１０７】
それ故、かくの如き第四及び第五の二つの実施形態においても、針状管体１２の針部１１
が、第一及び第二ガイドワイヤ１４，１６のそれぞれの延出方向に対して、実質的に直角
な方向に向かって突出せしめられ得るようになっている。従って、これら第四及び第五の
実施形態の何れにあっても、前記第一の実施形態と同様な作用・効果が、有効に享受され
得ることとなる。
【０１０８】
以上、本発明の具体的な構成について詳述してきたが、これはあくまでも例示に過ぎない
のであって、本発明は、上記の記載によって、何等の制約をも受けるものではない。
【０１０９】
例えば、カテーテル本体１０の外周面を与える凸状湾曲角部や側面の個数は、何れも、前
記実施形態に示されるものに、何等限定されるものではない。即ち、例えば、図１２に示
されるように、略半割円筒面からなる側面８０と、曲率の小さな凸状湾曲面からなる側面
８２の二つの側面と、二つの凸状湾曲角部８４，８６とにて、外周面を構成しても良い。
また、五つ以上の側面や凸状湾曲角部を有する外周面形状をもって、カテーテル本体１０
を構成することも、勿論可能である。
【０１１０】
そして、カテーテル本体１０は、その軸方向に直角な断面形状が、円形形状の少なくとも
外周の一部を径方向内方に凹ませた形状となるように、カテーテル本体１０の外周面に、
軸方向に延びる凹部が形成されておれば、その外周面形状が、例示されたものに、決して
限定されるものでない。
【０１１１】
また、カテーテル本体１０の外周面に形成される凹部も、必ずしも、カテーテル本体１０
の全長に亘って連続的に延びるように形成されている必要はない。従って、例えば、カテ
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ーテル本体１０の外周面の全長において、凹部を断続的に形成したり、或いはカテーテル
本体１０において、体内に挿入されることのない部分の外周面には、凹部を設けないよう
にすることも、勿論、可能である。
【０１１２】
さらに、カテーテル本体１０内には、第一乃至第四ルーメン１８ａ～１８ｄのうちの何れ
か三つが形成されておれば良い。
【０１１３】
更にまた、第三ルーメン１８ｃの前方側端部の内周面に、凸状湾曲面からなる案内面４０
を形成する一方、針部１１を、真っ直ぐな形状と為しても、何等差し支えない。
【０１１４】
また、前記実施形態においては、針部１１の開口端面４１が、部１１の突出孔２２からの
突出時における針状管体１２の移動方向に向かって、針部１１の突出方向に傾斜する傾斜
面（図１において、針部１１の下側が傾斜面）とされていた。しかし、その反対に、かか
る開口端面４１を、針部１１の突出孔２２からの突出時における針状管体１２の移動方向
とは反対方向に向かって、針部１１の突出方向に傾斜する傾斜面（図１において、針部１
１の上側が傾斜面）と為しても良い。なお、前記実施形態の構成（開口端面４１を、図１
において、針部１１の下側を傾斜面とする構成）によれば、針状管体１２の移動に伴って
、針部１１が第三ルーメン１８ｃ内を移動せしめられる際に、針部１１の接触によって、
第三ルーメン１８ｃの内周面が損傷したり破損するようなことが、効果的に防止され得る
こととなる。
【０１１５】
さらに、カテーテル本体１０の外部に設けられたバルーン４２は、本発明において必須の
ものではない。従って、かかるバルーン４２を省略しても良い。また、バルーン４２をカ
テーテル本体１０の外部に設ける場合にあっても、その配設位置は、前記実施形態に、何
等限定されるものではない。
【０１１６】
更にまた、前記実施形態では、針状管体１２の針部１１が湾曲形状とされると共に、第三
ルーメン１８ｃの前方側端部の内周面が凸状湾曲面からなる案内面４０とされていた。し
かしながら、針状管体１２の針部１１を、真っ直ぐに延びる形状としても、何等差し支え
ない。
【０１１７】
さらに、前記実施形態では、本発明を、心筋の病巣部に対して薬液を注入する薬液注入カ
テーテルに適用したものの具体例を示した。しかしながら、本発明は、心筋以外の体内組
織に薬液を注入する薬液注入カテーテルや、心筋の病巣部や心筋以外の体内組織に薬液を
注入する、カテーテルの範疇に属さない薬液注入装置出装置の何れに対しても、有利に適
用されるものであることは、勿論である。
【０１１８】
その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更、修正、
改良等を加えた態様において実施され得る。また、そのような実施態様が、本発明の趣旨
を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、言うまでもな
いところである。
【０１１９】
【発明の効果】
以上の説明からも明らかなように、本発明に従う薬液注入装置にあっては、少なくとも三
つのルーメンが内部に設けられていても、体内に容易に挿入され得る。また、血管内に挿
入される場合にも、その血流が確実に確保され得ることとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に従う構造を有する薬液注入カテーテルの一例を概略的に示す正面説明図
である。
【図２】図１におけるII－II断面拡大説明図である。
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【図３】図１に示された薬液注入カテーテルのカテーテル本体内に挿入された針状管体と
第一及び第二ガイドワイヤのそれぞれの中心軸の位置を示しつつ、薬液注入カテーテルの
構造を模式的に表す説明図である。
【図４】図１に示された薬液注カテーテルを部分的に拡大して示す、一部切欠図を含む説
明図である。
【図５】図１におけるＶ－Ｖ断面拡大説明図である。
【図６】図１に示された薬液注入カテーテルを用いて、心筋の病巣部に所定の薬液を注入
する操作状態の一例を示す説明図であって、第一ガイドワイヤと第二ガイドワイヤを、心
筋の表面上の主血管内と分岐血管内とに挿入せしめた状態を示している。
【図７】図１に示された薬液注入装置を用いて、心筋の病巣部に所定の薬液を注入する操
作状態の別の例を示す説明図であって、針部を心筋に穿刺せしめた状態を示している。
【図８】本発明に従う構造を有する薬液注入カテーテルの別の例を示す図２に対応する図
である。
【図９】本発明に従う構造を有する薬液注入カテーテルの更に別の例を示す図２に対応す
る図である。
【図１０】本発明に従う構造を有する薬液注入カテーテルの他の例を示す図２に対応する
図である。
【図１１】本発明に従う構造を有する薬液注入カテーテルの更に他の例を示す図２に対応
する図である。
【図１２】本発明に従う構造を有する薬液注入カテーテルの別の例を示す図２に対応する
図である。
【符号の説明】
１０　カテーテル本体　　　　　　　１１　針部
１２　針状管体　　　　　　　　　　１４　第一ガイドワイヤ
１６　第二ガイドワイヤ　　　　　　１８　ルーメン
２０　先端開口部　　　　　　　　　２２　突出孔
２４　側孔　　　　　　　　　　　　４０　案内面
４２　バルーン
４８，５０，５２，５３，６０，６２，６４　凸状湾曲角部
５４，５６，５８，５９，６６，６８，７０　側面
７２　心筋　　　　　　　　　　　　７４　主血管
７６　分岐血管
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【図１１】 【図１２】



(24) JP 4212949 B2 2009.1.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  下神　学
            愛知県名古屋市守山区脇田町１７０３番地　朝日インテック株式会社内

    審査官  宮崎　敏長

(56)参考文献  特開２００１－２９９９２７（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第９３／０１８８１３（ＷＯ，Ａ１）
              特表２００３－５３４０５７（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０５４６４３９５（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61M  25/00       - A61M  25/18


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

