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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コアシャフトと、
そのコアシャフトの先端部に巻回された第１コイル体と、
その第１コイル体の先端を前記コアシャフトの先端に接合した先端側接合部と、
前記第１のコイル体の内部において前記コアシャフトの基端に接合部を介して接合され、
前記第１のコイル体の基端から基端側に延びる、複数の素線を撚り合わせた撚線からなる
第２コイル体と、
前記第１コイル体の基端を前記第２のコイル体に接合した基端側接合部と、
を備えたことを特徴とするガイドワイヤ。
【請求項２】
請求項１に記載のガイドワイヤであって、
前記第２コイル体は、複数の素線を撚り合わせた撚線が螺旋状に複数本巻回されてなるこ
とを特徴とするガイドワイヤ。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のガイドワイヤであって、
前記第２コイル体は、中空体であることを特徴とするガイドワイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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  本発明は、治療や検査を目的として体腔内に挿入される医療器具として用いられるガイ
ドワイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来、治療や検査のために、血管、消化管、尿管等の管状器官や体内組織に挿入して使
用されるカテーテル等を案内するガイドワイヤとして、様々なものが提案されている。
  例えば、先行文献１には、基端側に向かうにつれて径が徐々に大きくなるシャフトと、
同シャフトの先端部に巻回されているコイルとを備え、コイルの中間部分が固定材料によ
りシャフトに固定されてなるガイドワイヤが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－９００９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  ここで、例えばCross Over法により、右脚にある下肢血管から左脚にある下肢血管へと
逆Ｕ字状の経路に沿って先行文献１に記載のガイドワイヤ、すなわち基端側に向かうにつ
れて径が徐々に大きくなるシャフトを備えるガイドワイヤを挿入する際には、そうした極
度に曲がりくねった下肢血管に追従させ難く操作性が低下するうえ、シャフトが血管壁へ
の接触等に際して受ける負荷によって過剰に折れ曲がる可能性がある。その結果、例えば
シャフトの基端側（太径部分）に永久変形が生じ、その後の操作に支障を来すおそれがあ
る。
【０００５】
  本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、極度に曲がりくねった血管に
挿入した場合でも高い追従性を確保することができ、且つ、永久変形を抑制することが可
能なガイドワイヤを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  上記課題を解決するために、本発明の一態様に係るガイドワイヤは、以下のような特徴
を有する。
【０００７】
本発明の態様１は、コアシャフトと、そのコアシャフトの先端部に巻回された第１コイル
体と、その第１コイル体の先端を前記コアシャフトの先端に接合した先端側接合部と、前
記第１のコイル体の内部において前記コアシャフトの基端に接合部を介して接合され、前
記第１のコイル体の基端から基端側に延びる、複数の素線を撚り合わせた撚線からなる第
２コイル体と、前記第１コイル体の基端を前記第２のコイル体に接合した基端側接合部と
、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
本発明の態様２は、態様１に記載のガイドワイヤであって、第２コイル体は、複数の素線
を撚り合わせた撚線が螺旋状に複数本巻回されてなることを特徴とする。
【０００９】
本発明の態様３は、態様１または態様２に記載のガイドワイヤであって、第２コイル体は
、中空体であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
態様１のガイドワイヤは、コアシャフトと、そのコアシャフトの先端部に巻回された第１
コイル体と、その第１コイル体の先端を前記コアシャフトの先端に接合した先端側接合部
と、前記第１のコイル体の内部において前記コアシャフトの基端に接合部を介して接合さ
れ、前記第１のコイル体の基端から基端側に延びる、複数の素線を撚り合わせた撚線から
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なる第２コイル体と、前記第１コイル体の基端を前記第２のコイル体に接合した基端側接
合部と、を備えているので、仮に、接合部がコアシャフトの表面及び第２コイル体の表面
に対して凸状に設けられる場合であっても、接合部は第１コイル体に被覆された状態でそ
の内側に配置され、接合部が血管壁に接触して、血管壁が損傷するおそれがない。また、
第２コイル体は、撚線を構成する素線間で相対的に微小な移動が可能であるため、自由度
があって柔軟性が高いうえ、充分な復元性も確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図である
。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態に係るガイドワイヤの第２コイル体を示す斜視図
である。
【図３】図３は、本発明の第２実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図である
。
【図４】図４は、本発明の第３実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図である
。
【図５】図５は、本発明の第４実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図である
。
【図６】図６は、本発明の第５実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図である
。
【図７】図７は、本発明の第５実施形態に係るガイドワイヤの第２コイル体を示す斜視図
である。
【図８】図８は、本発明の第６実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図である
。
【図９】図９は、図８における第２コイル体のＡ－Ａ断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の第７実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図で
ある。
【図１１】図１１は、図１０における第２コイル体のＢ－Ｂ断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の第８実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図で
ある。
【図１３】図１３は、本発明の第８実施形態に係るガイドワイヤの第２コイル体を示す斜
視図である。
【図１４】図１４は、本発明の第９実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図で
ある。
【図１５】図１５は、本発明の第９実施形態に係るガイドワイヤの第２コイル体を示す斜
視図である。
【図１６】図１６は、本発明の第１０実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図
である。
【図１７】図１７は、図１６における第２コイル体のＣ－Ｃ断面図である。
【図１８】図１８は、本発明の第１１実施形態に係るガイドワイヤを示す部分断面拡大図
である。
【図１９】図１９は、図１８における第２コイル体のＤ－Ｄ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
[第１実施形態]
  本発明の第１実施形態に係るガイドワイヤについて、図１を参照しながら説明する。図
１において、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作
される基端側である。なお、各図は、ガイドワイヤを模式的に図示したものであり、実際
の寸法比とは異なる。
【００１３】
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  図１に示すガイドワイヤ１０は、例えば、Cross Over法による下肢血管の治療に使用さ
れるものである。ガイドワイヤ１０は、コアシャフト２０と、そのコアシャフト２０の先
端部に巻回されている第１コイル体３０と、コアシャフト２０の基端部に接合されている
第２コイル体４０とを備えている。
【００１４】
まず、コアシャフト２０について説明する。コアシャフト２０は、先端から基端側に向か
って順に、第１直線部２１ａ、テーパ部２１ｂ及び第２直線部２１ｃを有している。第１
直線部２１ａは、コアシャフト２０の最も先端側の部分であり、シャフト２０の中で最も
柔軟な部分である。この第１直線部２１ａは、プレス加工により平板状に形成されている
。テーパ部２１ｂは、断面が円形のテーパ形状をなしており、先端側に向けて縮径してい
る。第２直線部２１ｃは、第１直線部２１ａよりも大きな径を有している。
【００１５】
シャフト２０を形成する材料としては、特に限定されるものではないが、例えば、ステン
レス鋼（ＳＵＳ３０４）、Ｎｉ－Ｔｉ合金等の超弾性合金、ピアノ線、コバルト系合金等
を使用することができる。
【００１６】
次に、第１コイル体３０について説明する。本実施形態における第１コイル体３０は、素
線が螺旋状に巻回されてなる単条コイルである。しかしながら、この第１コイル体３０の
形態はこれに限定されるものではなく、例えば、複数の素線を撚り合わせた撚線からなる
多条コイルであってもよい。
【００１７】
第１コイル体３０を形成する材料としては、特に限定されるものではなく、例えばマルテ
ンサイト系ステンレス、フェライト系ステンレス、オーステナイト系ステンレス、オース
テナイト、フェライト二相ステンレス又は析出硬化ステンレス等のステンレス、Ｎｉ－Ｔ
ｉ合金等の超弾性合金、Ｘ線不透過性金属である白金、金、タングステン、タンタル、イ
リジウム又はこれらの合金等が挙げられる。
【００１８】
図１に示すように、第１コイル体３０の先端は、先端側接合部５１によってコアシャフト
２０の先端に固着されている。一方、第１コイル体３０の基端は、基端側接合部５３によ
ってコアシャフト２０に固着されている。先端側接合部５１及び基端側接合部５３を形成
する材料としては特に限定されないが、例えば、Ｓｎ－Ｐｂ合金、Ｐｂ－Ａｇ合金、Ｓｎ
－Ａｇ合金、Ａｕ－Ｓｎ合金等の金属ロウが挙げられる。
【００１９】
本実施形態においては、コアシャフト２０の基端部（第２直線部２１ｃ）が第１コイル体
３０から露出されている。そして、そのコアシャフト２０の基端には、第２コイル体４０
が接合部６０を介して接合されている。
【００２０】
この第２コイル体４０は、図２に示すように、複数の素線４１が撚り合わされた撚線から
形成されている。より詳しくは、第２コイル体４０は、芯線４１ａと芯線４１ａの外周を
覆うように巻回されてなる６本の側線４１ｂとから構成されている。
【００２１】
第２コイル体４０を形成する材料としては、特に限定されるものではなく、例えばマルテ
ンサイト系ステンレス、フェライト系ステンレス、オーステナイト系ステンレス、オース
テナイト、フェライト二相ステンレス又は析出硬化ステンレス等のステンレス、Ｎｉ－Ｔ
ｉ合金等の超弾性合金、Ｘ線不透過性金属である白金、金、タングステン、タンタル、イ
リジウム又はこれらの合金等が挙げられる。
【００２２】
この第２コイル体４０をコアシャフト２０の基端に接合する接合部６０としては、Ｓｎ－
Ｐｂ合金、Ｐｂ－Ａｇ合金、Ｓｎ－Ａｇ合金、Ａｕ－Ｓｎ合金等の金属ロウからなるもの
が挙げられる。しかしながら、コアシャフト２０の基端に対する第２コイル体４０の接合
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手段としては、特に限定されず、例えば、レーザを用いたスポット溶接、バットシーム溶
接等の突き合わせ抵抗溶接なども挙げられる。
【００２３】
このように、本実施形態においては、コアシャフト２０の基端部に、複数の素線４１を撚
り合わせた撚線からなる第２コイル体４０が接合部６０を介して接合されている。こうし
た撚線（第２コイル体４０）においては、素線４１間で相対的に微小な移動が可能である
ため、自由度があって柔軟性が高いうえ、充分な復元性も確保される。
【００２４】
このため、例えばCross Over法により右脚にある下肢血管から左脚にある下肢血管へと逆
Ｕ字状の曲がりくねった経路に沿ってガイドワイヤ１０を進入させる際において、そうし
た過度に湾曲する血管の形状に追従させることが容易となり、仮に、同ガイドワイヤ１０
の基端部分が血管壁への接触等に際して受ける負荷によって過剰に折れ曲がったとしても
永久変形が生じにくい。ゆえに、その後の操作に支障を来すおそれがなく、ガイドワイヤ
１０の継続的な使用が可能となる。
【００２５】
[第２実施形態]
図３は、本発明のガイドワイヤの第２実施形態を示す部分断面拡大図である。図３におい
て、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作される基
端側である。なお、上述した第１実施形態と同一の構成部品については、同符号を付して
説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００２６】
上述した第１実施形態においては、コアシャフト２０の基端部が第１コイル体３０から露
出されており、コアシャフト２０に対する第２コイル体４０の接合箇所（接合部６０）も
コイル体３０の基端側に露出していた。これに対し、第３実施形態のガイドワイヤ２００
は、コアシャフト２２０の基端Ｋ１が第１コイル体３０の内側（第１コイル体３０の基端
Ｋ２よりも先端側）に位置しており、コアシャフト２２０に対する第２コイル体２４０の
接合箇所（接合部２６０）がその第１コイル体３０の内側に設けられている。
【００２７】
これによれば、図３に示すように、仮に、接合部２６０がコアシャフト２２０の表面及び
第２コイル体２４０の表面に対して凸状に設けられる場合であっても、接合部２６０は第
１コイル体３０に被覆された状態でその内側に配置される。従って、そうした接合部２６
０が血管壁に接触して、血管壁が損傷するおそれがない。
【００２８】
また、コアシャフト２２０に対する第２コイル体２４０の接合箇所（接合部２６０）が第
１コイル体３０に被覆されることから、そうした接合部２６０が血管内における硬い病変
部に接触することがなく、双方の良好な接合状態を維持することができる。
【００２９】
[第３実施形態]
図４は、本発明のガイドワイヤの第３実施形態を示す部分断面拡大図である。図４におい
て、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作される基
端側である。なお、上述した第２実施形態と同一の構成部品については、同符号を付して
説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００３０】
上述した第２実施形態においては、図３に示すように、コアシャフト２２０の基端が第１
コイル体３０の内側（第１コイル体３０の基端よりも先端側）に位置しており、コアシャ
フト２２０に対する第２コイル体２４０の接合箇所（接合部２６０）をその第１コイル体
３０の内側に設けていた。これに対し、第４実施形態のガイドワイヤ３００においては、
第１コイル体３０の基端とコアシャフト３２０の基端とが、長手方向Ｎにおいて同一の箇
所に位置し、コアシャフト３２０に対する第２コイル体３４０の接合箇所Ｓを覆うように
基端接合部３５３が設けられている。
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【００３１】
すなわち、この基端接合部３５３は、コアシャフト３２０に対する第２コイル体３４０の
接合箇所Ｓの全周を覆うように設けられている。これにより、本実施形態においては、第
1コイル体３０の基端をコアシャフト３２０に接合する基端接合部３５３を介して、コア
シャフト３２０と第２コイル体３４０との接合箇所Ｓが補強されている。
【００３２】
その結果、例えばCross Over法により右脚にある下肢血管から左脚にある下肢血管へと逆
Ｕ字状の曲がりくねった経路に沿ってガイドワイヤ３００を進入させる際において、そう
した血管に追従してガイドワイヤ３００が大きく折り曲げられた状態であっても、コアシ
ャフト３２０から第２コイル体３４０が離脱することがなく、同コアシャフト３２０に対
する第２コイル体３４０の良好な接合状態が維持される。
【００３３】
[第４実施形態]
図５は、本発明のガイドワイヤの第４実施形態を示す部分断面拡大図である。図５におい
て、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作される基
端側である。なお、上述した第１実施形態と同一の構成部品については、同符号を付して
説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００３４】
本実施形態におけるガイドワイヤ４００においては、第２コイル体４４０を形成する素線
４４１の材料は、コアシャフト４２０を形成する材料と同一である。なお、本実施形態で
は、充分な柔軟性と曲げに対する復元性を確保するといった観点から、第２コイル体４４
０を形成する素線４４１の材料、及びコアシャフト４２０を形成する材料の双方をステン
レス鋼で形成することが好ましい。
【００３５】
このように、第２コイル体４４０を形成する素線４４１を、コアシャフト４２０を形成す
る材料と同一材料から形成することで、コアシャフト４２０に対する第２コイル体４４０
の接合が強固なものとなり、術中に双方が離脱するおそれがなく、安全性が確保される。
【００３６】
なお、本実施形態においては、第１実施形態のガイドワイヤを用いた例を記載したが、第
２実施形態及び第３実施形態の各々に本構成を採用してもよい。このような場合において
も、本実施形態の作用効果に何ら影響を及ぼすものではなく、同様に、コアシャフトに対
する第２コイル体の良好な接合状態を維持することが可能となる。
【００３７】
[第５実施形態]
図６は、本発明のガイドワイヤの第５実施形態を示す部分断面拡大図である。図６におい
て、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作される基
端側である。なお、上記第１実施形態と同一の構成部品については、同符号を付して説明
を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００３８】
本実施形態のガイドワイヤ５００は、第２コイル体５２０と、その第２コイル体５２０の
先端部に巻回されている第１コイル体３０とから形成されている。
【００３９】
第２コイル体５２０は、その長手方向Ｎの全体にわたって、複数の素線５２１を撚り合わ
せてなる撚線から形成されている。より詳しくは、この第２コイル体５２０は、図７に示
すように、上述した第１実施形態における第２コイル体と同様に、芯線５２１ａと芯線５
２１ａの外周を覆うように巻回されてなる６本の側線５２１ｂとから構成されている。
【００４０】
また、コイル体３０の先端は、先端側接合部５５１によって芯材５２０の先端に接合され
ており、コイル体３０の基端は、基端側接合部５５３によって芯材５２０の略中間部に接
合されている。
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【００４１】
このように、長手方向Ｎ全体にわたって、複数の素線５２１を撚り合わせた撚線からなる
第２コイル体５２０を備えたガイドワイヤ５００によれば、第２コイル体５２０の長手方
向全体にわたって素線５２１間における相対的な微小移動が可能となるため、充分な自由
度が確保されて柔軟性が高められ、復元性も充分に確保され得る。
【００４２】
このため、例えばCross Over法により右脚にある下肢血管から左脚にある下肢血管へと逆
Ｕ字状の曲がりくねった経路に沿ってガイドワイヤ５００を進入させる際において、そう
した過度に湾曲する血管の形状に同ガイドワイヤ全体を追従させることが可能となり、ま
た、仮に同ガイドワイヤ５００が血管壁への接触等に際して受ける負荷によって過剰に折
れ曲がったとしても、その長手方向Ｎの全体にわたって永久変形を抑制することができる
ようになる。ゆえに、その後の操作に支障を来すおそれがなく、ガイドワイヤ５００の継
続的な使用が可能となる。
【００４３】
[第６実施形態]
図８は、本発明のガイドワイヤの第６実施形態を示す部分断面拡大図である。図８におい
て、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作される基
端側である。なお、上述した第１実施形態と同一の構成部品については、同符号を付して
説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００４４】
また、図９は、図８における第２コイル体のＡ－Ａ断面図である。この図９は、第２コイ
ル体を模式的に図示したものであり、その第２コイル体を形成する撚線の断面形状は、実
際の寸法比とは異なるものとする。
【００４５】
上述した第１実施形態においては、複数（本実施形態では６本）の素線を撚り合わせた１
本の撚線からなる第２コイル体を採用した。これに対し、第６実施形態のガイドワイヤ１
００は、複数の素線１４１を撚り合わせた撚線１４３が螺旋状に複数本巻回されてなる第
２コイル体１４０を用いている。
【００４６】
より詳しくは、第２コイル体１４０は、図９に示すように、芯材となる撚線１４３ａと、
その撚線１４３ａの外周を覆うように螺旋状に巻回されてなる６本の撚線１４３ｂとから
形成されている。なお、これらの撚線１４３ａ，１４３ｂは全て同一の構成を有している
。
【００４７】
この第２コイル体１４０を形成する材料としては、特に限定されるものではなく、例えば
マルテンサイト系ステンレス、フェライト系ステンレス、オーステナイト系ステンレス、
オーステナイト、フェライト二相ステンレス又は析出硬化ステンレス等のステンレス、Ｎ
ｉ－Ｔｉ合金等の超弾性合金、Ｘ線不透過性金属である白金、金、タングステン、タンタ
ル、イリジウム又はこれらの合金等が挙げられる。
【００４８】
このように、複数の素線１４１を撚り合わせた撚線１４３を螺旋状に複数本巻回してなる
第２コイル体１４０がコアシャフト２０基端に接合されているガイドワイヤ１００におい
ては、隣り合う撚線１４３間での相対的な微小移動に加えて、そうした撚線１４３を形成
する素線１４１間での相対的な微小移動も可能となる。これにより、上述した第１実施形
態と比較して、より一層自由度が付与されて充分な柔軟性が確保されるようになる。
【００４９】
従って、例えばCross Over法により右脚にある下肢血管から左脚にある下肢血管へと逆Ｕ
字状の曲がりくねった経路に沿ってガイドワイヤ１００を進入させる際において、そうし
た過度に湾曲する血管に同ガイドワイヤ１００を追従させることが極めて容易となり、操
作性が高められる。
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【００５０】
さらに、ガイドワイヤ１００の基端側（第２コイル１４０）においては、回転力が加えら
れた際には素線１４１同士が締め付けられると同時に撚線１４３同士も互いに締め付けら
れて接触圧が増加し、密着性が高められる。その結果、充分なトルクが先端側へと確実に
伝達され、過度に湾曲する下肢血管内においてもガイドワイヤ１００の良好な押込み性が
確保される。
【００５１】
なお、本実施形態においては、第１実施形態のガイドワイヤを用いた例を記載したが、第
２実施形態～第４実施形態の各々に本構成を採用してもよい。このような場合においても
、本実施形態の作用効果に何ら影響を及ぼすものではなく、同様に、ガイドワイヤの高い
操作性が確保され得る。
【００５２】
[第７実施形態]
図１０は、本発明のガイドワイヤの第７実施形態を示す部分断面拡大図である。図１０に
おいて、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作され
る基端側である。なお、上述した第５実施形態と同一の構成部品については、同符号を付
して説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００５３】
なお、図１１は、図１０における第２コイル体のＢ－Ｂ断面図である。この図１１は、第
２コイル体を模式的に図示したものであり、その第２コイル体を形成する撚線の断面形状
は、実際の寸法比とは異なるものとする。
【００５４】
上述した第５実施形態においては、複数の素線５２１を撚り合わせた１本の撚線からなる
第２コイル体５２０を採用した（図６参照）。これに対し、本実施形態のガイドワイヤ６
００は、複数の素線６２１を撚り合わせた撚線６２３が螺旋状に複数本巻回されてなる第
２コイル体６２０を用いている。
【００５５】
より詳しくは、第２コイル体６２０は、図１１に示すように、芯材となる撚線６２３ａと
、その撚線６２３ａの外周を覆うように螺旋状に巻回されてなる６本の撚線６２３ｂとか
ら形成されている。なお、これらの撚線６２３ａ，６２３ｂは全て同一の構成を有してい
る。
【００５６】
このように、長手方向Ｎ全体にわたって複数の素線６２１を撚り合わせた撚線６２３が螺
旋状に複数本巻回されてなる第２コイル体６２０を備えているガイドワイヤ６００によれ
ば、隣り合う撚線６２３間での相対的な微小移動に加えて、そうした撚線６２３を形成す
る素線６２１間での相対的な微小移動も可能となる。これにより、上述した第５実施形態
と比較して、より一層自由度が付与されて充分な柔軟性が確保されるようになる。
【００５７】
このため、例えばCross Over法により右脚にある下肢血管から左脚にある下肢血管へと逆
Ｕ字状の曲がりくねった経路に沿ってガイドワイヤ６００を進入させる際において、そう
した過度に湾曲する血管の形状に同ガイドワイヤ全体を追従させることがより一層容易と
なり、また、仮に同ガイドワイヤ６００が血管壁への接触等に際して受ける負荷によって
過剰に折れ曲がったとしても、その長手方向Ｎの全体にわたって永久変形を確実に抑制す
ることができるようになる。ゆえに、その後の操作に支障を来すおそれがなく、ガイドワ
イヤ６００の継続的な使用が可能となる。
【００５８】
[第８実施形態]
図１２は、本発明のガイドワイヤの第８実施形態を示す部分断面拡大図である。図１２に
おいて、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作され
る基端側である。なお、上述した第１実施形態と同一の構成部品については、同符号を付
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して説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００５９】
上述した第１実施形態においては、芯線４１ａと芯線４１ａの外周を覆うように巻回され
てなる６本の側線４１ｂとから構成されている第２コイル体４０を用いた（図２参照）。
これに対し、本実施形態のガイドワイヤ７００においては、図１３に示すように、芯線が
省略された中空状をなす第２コイル体７４０が用いられている。すなわち、本実施形態の
第２コイル体７４０は、６本の素線７４１を撚り合わせた中空状の撚線からなる。
【００６０】
これによれば、第２コイル体７４０の中心に隙間が設けられるため、上述した第１実施形
態と比較して、本実施形態においては第２コイル体７４０の柔軟性がより一層高められる
。その結果、例えばCross Over法により右脚にある下肢血管から左脚にある下肢血管へと
逆Ｕ字状の曲がりくねった経路に沿ってガイドワイヤ７００を進入させる際において、そ
うした過度に湾曲する血管に確実に追従させることが可能となり、同ガイドワイヤ７００
の操作性が一層高められる。
【００６１】
なお、本実施形態においては、第１実施形態のガイドワイヤを用いた例を記載したが、第
２実施形態～第４実施形態の各々に本構成を採用してもよい。このような場合においても
、本実施形態の作用効果に何ら影響を及ぼすものではなく、同様に、ガイドワイヤの高い
操作性が確保され得る。
【００６２】
[第９実施形態]
図１４は、本発明のガイドワイヤの第９実施形態を示す部分断面拡大図である。図１４に
おいて、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作され
る基端側である。なお、上述した第５実施形態と同一の構成部品については、同符号を付
して説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００６３】
上述した第５実施形態においては、芯線５２１ａと芯線５２１ａの外周を覆うように巻回
されてなる６本の側線５２１ｂとから構成されている第２コイル体５２０を用いた（図７
参照）。これに対し、本実施形態のガイドワイヤ８００においては、図１５に示すように
、芯線が省略された中空状をなす第２コイル体８２０が用いられている。すなわち、本実
施形態の第２コイル体８２０は、６本の素線８４１が撚り合わされた中空状の撚線からな
る。
【００６４】
これによれば、第２コイル体８２０の中心に隙間が設けられるため、上述した第５実施形
態と比較して、本実施形態においては第２コイル体８２０の柔軟性がより一層高められる
。すなわち、本実施形態のガイドワイヤ８００においては、その長手方向Ｎの全体にわた
って充分な柔軟性が付与される。その結果、例えばCross Over法により右脚にある下肢血
管から左脚にある下肢血管へと逆Ｕ字状の曲がりくねった経路に沿ってガイドワイヤを進
入させる際において、そうした過度に湾曲する血管に同ガイドワイヤ全体を確実に追従さ
せることが可能となり、同ガイドワイヤの操作性が一層高められる。
【００６５】
[第１０実施形態]
図１６は、本発明のガイドワイヤの第１０実施形態を示す部分断面拡大図である。図１６
において、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作さ
れる基端側である。なお、上述した第６実施形態と同一の構成部品については、同符号を
付して説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００６６】
なお、図１７は、図１６における第２コイル体のＣ－Ｃ断面図である。この図１７は、第
２コイル体を模式的に図示したものであり、その第２コイル体を形成する撚線の断面形状
は、実際の寸法比とは異なるものとする。
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【００６７】
上述した第６実施形態においては、芯材となる撚線１４３ａと、その撚線１４３ａの外周
を覆うように螺旋状に巻回されてなる６本の撚線１４３ｂとからなる第２コイル体１４０
を用いた（図９参照）。これに対し、本実施形態のガイドワイヤ９００においては、図１
７に示すように、中心の芯材が省略された中空状をなす第２コイル体９４０が用いられて
いる。すなわち、本実施形態においては、６本の撚線９４３が撚り合わされた中空状の第
２コイル体９４０が用いられている。
【００６８】
これによれば、第２コイル体９４０の中心に隙間が設けられているため、上述した第６実
施形態と比較して、本実施形態においては第２コイル体９４０の柔軟性がより一層高めら
れる。その結果、例えばCross Over法により右脚にある下肢血管から左脚にある下肢血管
へと逆Ｕ字状の曲がりくねった経路に沿ってガイドワイヤを進入させる際において、そう
した過度に湾曲する血管に対してより確実に追従させることが可能となり、同ガイドワイ
ヤの操作性がより一層高められるようになる。
【００６９】
[第１１実施形態]
図１８は、本発明のガイドワイヤの第１１実施形態を示す部分断面拡大図である。図１８
において、左側が体内に挿入される先端側であり、右側が医師等の手技者によって操作さ
れる基端側である。なお、上述した第７実施形態と同一の構成部品については、同符号を
付して説明を省略し、以下では相違点を中心に説明する。
【００７０】
なお、図１９は、図１８における第２コイル体のＤ－Ｄ断面図である。この図１９は、第
２コイル体を模式的に図示したものであり、その第２コイル体を形成する撚線の断面形状
は、実際の寸法比とは異なるものとする。
【００７１】
上述した第７実施形態においては、芯材となる撚線６２３ａと、その撚線６２３ａの外周
を覆うように螺旋状に巻回されてなる６本の撚線６２３ｂとからなる第２コイル体６２０
を用いた（図１１参照）。これに対し、本実施形態のガイドワイヤ１０００においては、
図１９に示すように、芯材が省略された中空状をなす第２コイル体１０２０が用いられて
いる。すなわち、本実施形態においては、６本の撚線１０２３が撚り合わされた中空状の
第２コイル体１０２０が用いられている。
【００７２】
これによれば、第２コイル体１０２０の中心に隙間が設けられているため、上述した第７
実施形態と比較して、本実施形態においては第２コイル体１０２０の柔軟性がより一層高
められる。すなわち、本実施形態のガイドワイヤ１０００においては、その長手方向Ｎの
全体にわたって充分な柔軟性が付与される。その結果、例えばCross Over法により右脚に
ある下肢血管から左脚にある下肢血管へと逆Ｕ字状の曲がりくねった経路に沿ってガイド
ワイヤ１０００を進入させる際において、そうした過度に湾曲する血管に確実に同ガイド
ワイヤ全体を柔軟に追従させることが可能となり、その操作性がより一層高められる。
【符号の説明】
【００７３】
１０，１００，２００，３００，４００，５００，６００，７００，８００，９００、１
０００・・・ガイドワイヤ
２０，２２０，３２０，４２０・・・コアシャフト
３０・・・第１コイル体
４０，１４０，２４０，３４０，４４０，５２０，６２０，７４０，８２０，９４０，１
０２０・・・第２コイル体
４１，１４１，４４１，５２１，６２１，７４１，８４１，６２１・・・第２コイル体を
形成する素線
１４３，６２３，９４３，１０２３・・・第２コイル体を形成する撚線
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６０，２６０・・・接合部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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