
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
分岐した血管を治療するための二股カテーテルアッセンブリにおいて、
基端部分及び先端部分、第１膨張内腔、第１ガイドワイヤ内腔、及び第２ガイドワイヤ内
腔を持つ細長いカテーテル本体、
前記カテーテル本体の前記先端部分に連結された第１カテーテル枝部であって、前記カテ
ーテル本体の前記第１膨張内腔と流体連通した第２膨張内腔を有し、前記第１ガイドワイ
ヤ内腔が延びており且つ前記カテーテル本体内の前記第１ガイドワイヤ内腔と連通してい
る、第１カテーテル枝部、
前記カテーテル本体の前記先端部分に連結された第２カテーテル枝部であって、前記第１
膨張内腔と流体連通した第３膨張内腔を有し、前記第２ガイドワイヤ内腔が延びており且
つ前記カテーテル本体の前記第２ガイドワイヤ内腔と連通している、第２カテーテル枝部
、
前記第１カテーテル枝部と関連し、前記第２膨張内腔と流体連通した第１膨張可能部
前記第２カテーテル枝部と関連し、前記第３膨張内腔と流体連通した第２膨張可能部材

を有し、
前記第１及び第２膨張可能部材は、前記第１及び第２膨張可能部材を同時に膨張させて狭
窄部を拡張し、主血管及び側方分枝血管の開存性を回復するように、主血管内及び側方分
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材、
、

及び
前記第１カテーテル枝部の先端に設けられ、前記第２カテーテル枝部の先端に連結するた
めの連結装置、



枝血管内の夫々の狭窄部にわたって配置される、二股カテーテルアッセンブリ。
【請求項２】
前記第１及び第２膨張可能部材はバルーンである、請求項１に記載の二股カテーテルアッ
センブリ。
【請求項３】
前記第１、第２、及び第３膨張内腔は、加圧流体を前記第１及び第２膨張可能部材に通す
、請求項１に記載の二股カテーテルアッセンブリ。
【請求項４】

、請求項１に記載の二股カテーテルアッセンブリ。
【請求項５】
前記二股カテーテルアッセンブリは、前記第１ガイドワイヤ内腔内に摺動自在に受け入れ
られた一体のガイドワイヤ及び前記第２ガイドワイヤ内腔内に摺動自在に受け入れられた
トラッキングガイドワイヤを含む、請求項１に記載の二股カテーテルアッセンブリ。
【請求項６】
前記第１及び第２の枝部は、前記カテーテル本体に動かないように連結されている、請求
項１に記載の二股カテーテルアッセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、全体として、血管の疾病の治療で使用されるバルーンカテーテルに関する。更
に詳細には、本発明は、二つの平行な拡張バルーンが単一のカテーテルシャフトの先端に
設けられた二股カテーテルアッセンブリに関する。二股カテーテルアッセンブリは、動脈
分岐部を治療するための改良手段を提供する。
【０００２】
【従来の技術】
経皮的血管内腔拡張術（ＰＴＣＡ）として既知の医療的方法では、動脈壁に沿ってプラク
が堆積することにより狭窄し即ち制限されるようになった冠状動脈（又は他の血管）を、
バルーンカテーテルを使用して治療する。ＰＴＣＡ術では、バルーンカテーテルを経皮的
に挿入し、冠状動脈の内腔を通して狭窄箇所まで前進させる。次いでバルーンを膨張し、
プラクを動脈壁に押し付けることによって動脈の内腔を拡張し、適当な血流を確保する。
【０００３】
ＰＴＣＡ術を実施した後、再狭窄を阻止し且つ血流用の障害のない通路を維持するため、
ステント（これは、当該技術分野で周知である）を治療領域で拡張する。次いでバルーン
を一時的に膨張させることにより、ステントを血管内で膨張し、埋め込む。その後、バル
ーンを萎ませ、血管壁を支持し且つ再狭窄が起こらないようにするため、埋め込んだステ
ントを血管内に残してバルーンカテーテルアッセンブリを内腔から取り出す。
【０００４】
疾病状態の多くの動脈は、従来のバルーンカテーテル及びステントを使用してこの方法で
十分に治療できるけれども、分岐部に疾病がある動脈は、現在入手可能な装置では治療が
困難である。例えば、ＰＴＣＡ中に従来のバルーンカテーテルを使用して分岐部の血管通
路の一方を治療すると、治療した通路内のバルーンの膨張による圧力により、未治療の通
路への血流が制限されてしまう場合がある。これは、未治療の血管の入口に亘って分岐部
を押すことによる。更に、治療した通路内のバルーンの圧力によりプラクが治療した通路
から未治療の通路に移動してしまう場合がある。十分な量のプラクが未治療の通路に移動
すると、未治療の通路の入口が塞がれてしまい、未治療の血管でＰＴＣＡを実施するため
にガイドワイヤ及びカテーテルを挿入することが困難になり、又は不可能になってしまう
。
【０００５】
更に、ステントを分岐部のところで展開するには、ステントを分岐部の疾病領域全体に亘
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前記連結装置は、前記第２ガイドワイヤ内腔から前方に出たガイドワイヤを受け入れる短
いチューブを有する



って被せなければならず、しかもステント自体が血流を阻害してはならないため、非常に
困難である。従来のステントは、分岐部から離れた血管の領域を修復するように設計され
ており、従来のステントが、一般的には、その長さ方向軸線に対して直角に終端するため
、血管分岐部の領域で従来のステントを使用すると、側方分枝の血流を閉塞する（一般的
に、側方分岐部の「ジェイリング（ｊａｉｌｉｎｇ）」と呼ばれる）ことになるか或いは
、分岐部を必要とされる程度一杯まで修復することができない。効果的であるためには、
ステントを入口の全周に亘って被せなければならず、疾病部分内及びこれを越えた箇所ま
で延びていなければならない。ステントを入口の全周に亘って疾病部分まで被せていない
場合には、ステントは分岐した血管を完全に修復することができない。
【０００６】
従来のステントを使用することに伴う問題点及び制限を解決するため、分岐部治療用のＹ
字形状ステントが提案されてきた。このようなステントには、分岐部の他の部分の血流を
阻害することなく、分岐部のところで血管を完全に修復するという利点がある。更に、こ
のようなステントは、治療を施す必要がある分岐血管の全ての部分にアクセスできる。角
をなした大動脈口部血管の始部に疾病がある状態では、このようなステントには、口部内
に突出したり複雑な繰り返しアクセスを行わずに血管始部を完全に修復するという利点が
ある。提案されたＹ字形状ステントは、分岐部を修復するための改良装置を提供するが、
このようなステントの挿入及び展開は、従来のバルーンカテーテルでは容易に行うことが
できない。
【０００７】
従来のバルーンカテーテルが動脈分岐部の治療に適していないため、多くの医師は、現在
、二つの別々のバルーンカテーテルをガイドカテーテルに挿入し、各バルーンを別々のガ
イドワイヤ上で移動する「キッシングバルーン（ｋｉｓｓｉｎｇ　ｂａｌｌｏｏｎ）」技
術を使用している。ガイドカテーテルを分岐箇所の手前の箇所まで前進した後、二つのガ
イドワイヤをガイドカテーテルの先端から別々の血管通路内に前進させる。次いで、二つ
のバルーンカテーテルをガイドワイヤに沿って夫々の通路内に移動する。これらのバルー
ンを、別々の膨張媒体を使用して、又は単一の媒体源から流れを分割するマニホールドを
使用して、同時に膨張させる。ＰＴＣＡ又はステント拡張に二つのカテーテルを使用する
ことにより、両血管通路を分岐部のところで同時に治療できる。
【０００８】
全体として効果的であるけれども、動脈分岐部の治療に二つの単一のバルーンカテーテル
を使用することには大きな欠点がある。例えば、ガイドカテーテルの基端から二つの同様
のカテーテルが出ているため、医師は、何れのカテーテルが何れのバルーンを制御するの
かについて混乱を生じることなく両装置を管理するのが困難になる。更に、一つのガイド
カテーテル内に二つのバルーンカテーテルが存在するため、装置のプロファイルが大きく
なり、これによって、医師が分岐部を見ることができるようにするために血管内に注入で
きる放射線不透過性染料の量が制限される。
【０００９】
特に動脈分岐部の治療用に設計されたバルーンカテーテルを開発するための努力がなされ
てきた。このような努力により、カテーテル先端に配置されたＹ字形状バルーンが提案さ
れた。このバルーンは、両通路を同時に治療するために分岐部で膨張される。Ｙ字形状バ
ルーンは、二つの別々のバルーンカテーテルを使用することを上回る改良をもたらすけれ
ども、提案された装置は実際的でない。これは、Ｙ字形状バルーンを製造し、これをカテ
ーテルシャフトに取り付け、血管分岐部に適正に位置決めするのが困難であるためである
。この種の装置は、１９９５年１０月３０日に出願された「動脈分岐部用血管形成装置」
という標題の国際特許出願ＷＯ９７／１６２１７号に記載されている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
かくして、ＰＴＣＡ及びステントの送出及び展開の両方で、動脈分岐部の効果的治療に使
用できる改良バルーンカテーテルに対する必要が存在する。更に、このようなバルーンカ
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テーテルは、使用が容易であり、安価に製造でき、今日の産業で一般的な材料から製造で
きるのが望ましい。本発明は、この必要を満たそうとするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、分岐部の主血管及び側方分枝血管の両方の狭窄部を同時に拡張するのに使用で
きる二股カテーテルアッセンブリを提供し、更に、Ｙ字形状ステントの送出及び展開を迅
速に且つ容易に行うための手段を提供する。本発明は、二つの個々の平行なバルーンが先
端に設けられた単一のカテーテルシャフトを含む。平行なバルーンは、分岐部のところで
別々のガイドワイヤに従って別々の血管通路内に移動し、共通の供給源からの膨張媒体に
よって同時に膨張される。本発明は、主に冠状動脈で使用するように設計されているが、
腎臓動脈、腹大動脈、大腿動脈、及び頸動脈等の他の血管の治療にも使用できる。
【００１２】
本発明の二股カテーテルアッセンブリは、先端部分に三つの内腔が設けられたカテーテル
本体を含む。第１内腔は、バルーンを膨張させたり萎ませたりするのに使用される加圧膨
張媒体用の膨張内腔である。第２内腔は、トラッキングガイドワイヤを収容したガイドワ
イヤ内腔であり、第３内腔もまた、一体のガイドワイヤを収容したガイドワイヤ内腔であ
る。
【００１３】
二つの平行なカテーテル枝部がカテーテル本体の先端に連結されている。平行なカテーテ
ル枝部の各々は２つの内腔を有する。一方の内腔は、カテーテル本体の膨張内腔と連通し
た膨張内腔であり、他方の内腔はカテーテル本体のガイドワイヤ内腔のうちの一方と連通
したガイドワイヤ内腔である。バルーン等の膨張可能な部材が各カテーテル枝部の周囲に
配置されている。これらのバルーンは、各カテーテル枝部の膨張内腔と連通している。各
カテーテル枝部の側部に設けられた膨張ノッチにより加圧膨張媒体をバルーンに出し入れ
できる。各カテーテル枝部のガイドワイヤ内腔は、先端まで全体に亘って延びており、ガ
イドワイヤを夫々の枝部から先端方向に出すことができる。
【００１４】
トラッキングガイドワイヤを、主血管を通して前進させ、ガイドワイヤを分岐部のところ
で入口を通して側方分枝血管内に前進させる。一方のガイドワイヤを分岐部の各通路内に
前進させた状態で、第１バルーンがトラッキングガイドワイヤに従って主血管通路内に移
動し、第２バルーンが一体のガイドワイヤに従って側方分枝血管通路内に移動するように
二股カテーテルアッセンブリを前進させる。
【００１５】
二股カテーテルアッセンブリは、ＰＴＣＡ及びステントの送出及び埋め込みの両方を行う
ために動脈分岐部で使用できる。本発明の他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明を本発
明の特徴を例示する添付図面と関連して読むことにより明らかになるであろう。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明は、冠状動脈、静脈、動脈、及び身体の他の血管の分岐部を治療するためのアッセ
ンブリ及び方法を含む。図１に示すように、動脈分岐部は、動脈が２つの血管通路に分か
れる身体の脈管系内の場所である。図１は、プラクが動脈の壁にどのように堆積して狭窄
症として周知の狭窄を引き起こすのかを示す。狭窄症は、ＰＴＣＡとして周知の手順でバ
ルーンカテーテルを使用してプラクを血管壁に押し付けることによって拡張できる。ＰＴ
ＣＡを実施した後、ステントを血管内で展開し、狭窄症の再発の可能性を小さくする。
【００１７】
動脈分岐部を治療するための従来の技術は、満足のいくものではないということがわかっ
ている。例えば、図２、図３、及び図４には、動脈分岐部を治療するための従来の技術が
示してある。これらの技術では、単一のバルーン、二つの単一のバルーン、及びＹ字形状
バルーンを使用する。図２を参照すると、単一のバルーンカテーテルを分岐部の一方の枝
部に挿入し、これを膨張させて狭窄部を拡張する。単一のバルーンカテーテルを使用して
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動脈分岐部を治療するには、分岐部の各血管通路を個々に拡張する必要がある。この方法
を使用した場合、治療した通路の拡張により未治療の通路の壁を押して未治療の枝部への
血流を妨げたり、プラクを治療した通路から未治療の通路へ移動したりしてしまう。従っ
て、この技術は不適切であり、多くの場合、患者に有害な望ましからぬ結果をもたらす。
【００１８】
多くの医師が、「キッシングバルーン」技術を使用することによって分岐部の治療を行う
ことを試みている。図３を参照すると、この従来技術の装置及び方法は、二つの別個のバ
ルーンカテーテルを使用し、これらのカテーテルの両方をガイドカテーテルに挿入し、別
々のガイドワイヤに従って移動する。分岐箇所で血管通路の各々にバルーンを一つづつ前
進させ、これらのバルーンを同時に膨張させて狭窄部を拡張するか或いは、血管を拡張さ
せた後、分岐箇所まで二つの別々のステントを送出して展開する。しかしながら、実際に
は、二つの別個の単一のバルーンカテーテルを使用することは煩わしく、両装置を管理す
るのは医師にとって困難である。更に、ガイドカテーテル内に二つのカテーテルシャフト
が存在するため、ガイドカテーテルを通るコントラスト（ｃｏｎｔｒａｓｔ）即ち対照識
別剤の流れが制限され、これによって医師が被治療領域を見るのが困難になる。
【００１９】
図４に示すように、別の従来技術の装置は、Ｙ字形状バルーンが先端に設けられた単一の
カテーテルを含む。この装置は、動脈分岐部を治療するための改良手段として提案された
。従来技術は、Ｙ字形状バルーンを血管の内腔を通して前進させ、分岐部のところで膨張
させて両通路を同時に拡張するか或いはＹ字形状ステントを埋め込むことを開示する。Ｙ
字形状バルーンは、キッシングバルーン技術を上回る改良をもらたすけれども、提案され
たＹ字形状バルーンの実用性は疑わしい。というのは、製造が困難であり、分岐部のとこ
ろに（例えばワイヤラッピングを）位置決めして展開することに関連した問題があり、全
体に大きいためである。
【００２０】
図２、図３、及び図４に示す従来技術の動脈分岐部治療方法には様々な欠点があり、これ
らの欠点を本発明により解決する。
【００２１】
図５乃至図１０、及び図１２を参照すると、本発明の二股カテーテルアッセンブリは、平
行な二つの別個のバルーンを提供する。これらのバルーンは、動脈分岐部の別個の通路内
に前進させることができ、同時に膨張させて狭窄部を拡張するか或いはステントを展開す
ることができる。二股カテーテルアッセンブリ１０は、全体として、第１膨張内腔１４及
び第１ガイドワイヤ内腔１６が貫通した基端部分１２を持つカテーテル本体１１を含む。
カテーテル本体の基端部分は、好ましくは、ポリマージャケット（図示せず）によって取
り囲まれたステンレス鋼チューブである。ポリマージャケットは、潤滑性を高める様々な
材料で形成でき、これらの材料には、ポリエチレン、ナイロン、ポリエチルエーテルケト
ン、及びコポリエステル－エラストマーが含まれる。膨張装置を取り付けるため、膨張ハ
ブ２１がカテーテル本体の基端部分の基端に配置されている。
【００２２】
好ましい実施形態では、二股カテーテルアッセンブリは、当該技術分野で既知の迅速交換
型のアッセンブリである。図５及び図６を参照すると、第１ガイドワイヤ内腔１６は、カ
テーテルアッセンブリ１０の基端に設けられた第１出口ポート１８を含む。一体のガイド
ワイヤ１５が第１出口ポート１８の外側から第１ガイドワイヤ内腔１６内にこの内腔を通
って延びる。図７に示すように、第２ガイドワイヤ内腔１７は迅速交換型であり、トラッ
キングガイドワイヤ１９を摺動自在に受け入れるように形成されている。第２ガイドワイ
ヤ内腔１７は、第２出口ポート２０のところでカテーテル本体１１を出る。
【００２３】
随意であるが、ガイドワイヤ出口ポート２０とバルーン４２の直ぐ基端側の位置との間で
スリット１３をカテーテル本体１１に設けてもよい。これにより、カテーテル本体をトラ
ッキングガイドワイヤ１９から「引き剥がす」ことができ、これによりカテーテルの交換
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が更に便利になる。
【００２４】
カテーテル本体１１の基端部分１２は、カテーテル本体１１の先端部分２２に連結されて
いる。カテーテル本体１１の先端部分２２は、カテーテルの先端部分での可撓性を高める
ため、好ましくは、ポリマー材料から形成されている。カテーテル本体１１の先端部分２
２は、膨張媒体を搬送するための第１膨張内腔１４の延長部、一体のガイドワイヤ１５を
収容した第１ガイドワイヤ内腔１６、及びトラッキングガイドワイヤ１９を収容した第２
ガイドワイヤ内腔１７を含む。カテーテル本体１１の基端部分１２と先端部分２２との間
の連結部分３０により、膨張媒体を基端と先端との間で、漏れなく、連続的に流すことが
できる。
【００２５】
カテーテル枝部３２の断面を図８に示す。カテーテル枝部３４は、同様の断面形体を有す
る。
【００２６】
カテーテル本体１１の先端部分２２は、第１及び第２の平行なカテーテル枝部３２及び３
４に夫々連結されている。カテーテル本体と平行なカテーテル枝部の各々との間の連結部
分３６により、膨張媒体を、先端シャフトの第１膨張内腔からカテーテル枝部の各々の第
２及び第３の膨張内腔３７、３８まで連続的に流すことができる。平行なカテーテル枝部
３２、３４は、夫々、膨張媒体を連通するための第２及び第３の膨張内腔３７、３８、及
び一体のガイドワイヤ１５及びトラッキングガイドワイヤ１９を通すための第１及び第２
のガイドワイヤ内腔１６、１７を含む。第１及び第２のカテーテル枝部は、先端チップ４
６、４８を夫々有し、これを通ってガイドワイヤがガイドワイヤ内腔を出る。トラッキン
グガイドワイヤ１９は、第１カテーテル枝部３２の先端チップ４６から出る。一体のガイ
ドワイヤ１５は第２カテーテル枝部３４の先端チップ４８から出る。図１２に示すように
、第２カテーテル枝部３４の先端の側部には短いチューブ形態の連結装置５４が取り付け
られている。カテーテルアッセンブリの前進中、トラッキングガイドワイヤ１９は、第１
カテーテル枝部３２を出て第２カテーテル枝部３４の連結装置に通され、二つのカテーテ
ル枝部を互いに保持する。
【００２７】
カテーテル枝部３２、３４の夫々には、好ましくはバルーン４２、４４の形態の膨張可能
な部材が取り付けられている。バルーンは、ポリエチレン、ポリオレフィンコポリマー、
ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、及びペバックスを含む多くの様々な材料で形成
できる。膨張ハブ２１は、加圧膨張流体を受け入れ、膨張流体を膨張内腔１４、３７、及
び３８に供給する。各カテーテル枝部は膨張ノッチ（ノッチ５０及び５２の夫々）を含み
、これらのノッチにより膨張媒体をカテーテルから出して膨張可能な部材を膨張させるこ
とができる。
【００２８】
好ましい実施形態では、カテーテルの全長は約１３５ｃｍ乃至１５０ｃｍであり、膨張ハ
ブ２１と連結部分３０との間のカテーテル本体の長さは約１２５ｃｍである。カテーテル
本体の基端部分は、好ましくは、約０．７５ｍｍの直径を有し、カテーテル本体の基端部
分と先端部分との間の連結部分とカテーテル本体の先端部分と平行なカテーテル枝部の各
々との間の連結部分３６との間のカテーテル本体の先端部分の直径は約１．５ｍｍである
。第１カテーテル枝部３２は、好ましくは長さが約１０ｃｍであり、直径が約１ｍｍであ
り、第２カテーテル枝部３４は、長さが約１２ｃｍであり、直径が約１ｍｍである。代表
的には、膨張可能な部材はバルーンであり、冠状動脈を治療するため、好ましくは膨張さ
せたときの直径が約１．５ｍｍ乃至約４．５ｍｍであり、長さが約２０ｍｍである。以上
の寸法は、特定の用途及び治療を受ける身体の内腔に応じて大幅に変化する。
【００２９】
本発明のアッセンブリは、両ガイドワイヤ上での押し易さ（ｐｕｓｈａｂｉｌｉｔｙ）及
び軌道追従性（ｔｒａｃｋａｂｉｌｉｔｙ）を損なわずに低いプロファイルで送出される
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ように形成されている。主カテーテルシャフト１１の基端部分１２は、ステンレス鋼製チ
ューブにジャケット材料をネッキングすることによって形成できる。次いで、ジャケット
を備えたチューブを主カテーテルシャフトの先端部分２２に連結する。ガイドワイヤ内腔
１６、１７及び膨張内腔にマンドレルを挿入し、融着工程中に熱を加えて基端部分を主カ
テーテルシャフトの先端部分に熱融着するときにこれらの内腔が潰れないようにする。連
結部分３０を冷却した後、マンドレルを取り除き、カテーテルアッセンブリシャフト全体
に亘って延びる連続した漏れのない膨張内腔を残す。
【００３０】
平行なカテーテル枝部３２及び３４の各々は、カテーテルアッセンブリの技術で標準的で
あるように形成される。バルーン４２及び４４は、ヒートシール、接着剤、レーザー溶接
、又は溶媒結合、等の周知の技術を使用して各枝部に取り付けられているか或いは、カテ
ーテル枝部と同じチューブ材料から一部品として形成される。次いで、カテーテル枝部を
カテーテル本体の先端部分に熱を使用して連結し、組み立てを完了する。カテーテルの組
み立て方法は、利用可能な材料及び製造者の好みに従って変化させることができる。
【００３１】
使用に際して、トラッキングガイドワイヤ１９を例えば大腿動脈に経皮的に挿入し、トラ
ッキングガイドワイヤの先端が分岐部の手前側の主血管通路内にあるように分岐部まで操
作する。トラッキングワイヤ１９の基端を連結装置５４の短いチューブに挿入し、トラッ
キングワイヤ１９を両枝部のチップに通す。次いで、トラッキングワイヤ１９の基端をカ
テーテル枝部３２の先端チップ４６に挿入する。これにより、カテーテルをターゲット箇
所まで滑らかに中断なく移動できる。次いで、二股カテーテルアッセンブリ１０を、トラ
ッキングガイドワイヤ上で、バルーン４２及び４４が主血管通路内で分岐部の直ぐ手前に
くるまで前進させる。本発明は、迅速交換型カテーテルであるため、トラッキングガイド
ワイヤ１９の一部がカテーテルの外側に配置され、及び従って、アッセンブリの前進中の
摩擦抵抗が非常に僅かである。バルーンを、分岐部を越えて先端方向に前進させるとき、
トラッキングガイドワイヤ１９の先端が連結装置５４から引っ込められることによってバ
ルーンが互いから外れるまで、トラッキングガイドワイヤ１９を手前に引っ張る。次いで
、トラッキングワイヤ１９を再び前進させてチップ４６に通し、主血管通路に入れる。次
いで、二股カテーテルアッセンブリをトラッキングガイドワイヤに沿って手前側に引っ込
め、これによりバルーンを分岐部の手前に置く。トラッキングガイドワイヤが主血管通路
内にある状態で、第２ガイドワイヤ内腔１７内に収容された一体のガイドワイヤを他方の
カテーテル枝部３４の先端チップから側方分枝血管内に前進する。この時点で、各カテー
テル枝部の先端チップからガイドワイヤが一つづつ出ており、分岐部の別の通路に進入し
ている。これによりトラッキングガイドワイヤが主血管通路内にあり、一体のガイドワイ
ヤが側方分枝血管通路内にある。次いで、カテーテルアッセンブリをガイドワイヤ上で前
進させることにより、各バルーンは、狭窄領域に位置決めされるまで、ガイドワイヤに沿
って分岐部の別々の通路内に移動する。
【００３２】
患者の身体の外側に配置された膨張用注射器（又はポンプ）を膨張ハブ２１に取り付け、
加圧膨張媒体を膨張内腔を通してバルーン４２及び４４に供給する。図１０に示すように
、各通路にバルーンを一つづつ置いた状態で、ＰＴＣＡ中にバルーンを同時に膨張させて
狭窄部を拡張できる。分岐部の両通路を同時に治療するため、通路がＰＴＣＡによって挟
み潰されたり損傷したりすることがない。更に、分岐部の全てのプラクが同時に圧縮され
、及び従って、プラクが一方の通路から他方の通路に移動することがない。狭窄領域を拡
張した後、バルーンを血管から容易に引き出すことができるように、バルーンをそれらの
最少寸法まで萎ませる。
【００３３】
添付図面に示す好ましい実施形態では、装置を一体のワイヤ１５とともに取り外すことが
でき、この際、トラッキングワイヤ１９は主血管通路内に残される。これは、トラッキン
グワイヤ１９がカテーテル本体２２を出て、バルーンの先端から約２５ｃｍ手前側に配置
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された出口ポート２０を通過する装置の迅速交換形体により容易になる。
【００３４】
上文中に言及したスリットを備えた形体により、迅速交換手順が更に容易になる。随意で
あるが、一体のワイヤ１５が通過する内腔１６を、カテーテル本体の迅速交換ガイドワイ
ヤ出口ポートに設けることができる。これにより、カテーテル交換中、各ワイヤを夫々の
血管内に位置決めした状態に維持できる。更に、随意であるが、迅速交換を更に容易にす
るため、内腔１６にもスリットを設けることができる。この場合、基端ハブの先端側に第
２ガイドワイヤ出口ポートが設けられる。
【００３５】
本発明の別の利点は、図１１に示すようにＹ字形状ステントを分岐部に送出して埋め込む
ことができるということである。この手順では、二股カテーテルアッセンブリ１０は、バ
ルーンに取り付けられたＹ字形状ステント６０を有する。バルーン４２及び４４は、手順
中に放射線不透過性染料を血流中に注入できる空間を提供する低プロファイルを提供する
ため、送出中、互いに保持される。トラッキングガイドワイヤを主血管内に分岐部の向こ
う側まで前進させる。次いで、二股カテーテルアッセンブリを、トラッキングガイドワイ
ヤ上でステントが分岐部の向こう側にあるように、前進させる。次いでトラッキングガイ
ドワイヤを手前側に引っ込め、これによってバルーンを互いから外す。次いで、トラッキ
ングガイドワイヤを主血管内に残した状態でカテーテルアッセンブリを分岐部の手前側に
くるまで手前側に引っ張る。次いで、一体のガイドワイヤを分枝カテーテル３４の外に、
側方分枝血管内に前進させる。カテーテルアッセンブリを、両ガイドワイヤ上で、バルー
ン及びステントが分岐部に固定されるまで前進させる。バルーンを膨張させ、ステントを
膨張させ、分岐部に埋め込む。
【００３６】
以上から、本発明の二股カテーテルアッセンブリにより、疾病状態の分岐部の両通路をＰ
ＴＣＡ術中に同時に拡張でき、これによって血管に損傷が加わらないようにし、プラクが
一方の通路から他方の通路まで移行しないようにするということが理解されよう。更に、
二股拡張アッセンブリにより、分岐部で使用するための特殊設計のＹ字形状ステントの送
出及び展開が容易になる。本発明は、当該産業で今日使用されている一般的な材料で製造
され、使用が簡単であり、製造が容易である。
【００３７】
本発明の特定の形態を例示し且つ説明したが、本発明の精神及び範囲から逸脱することな
く、様々な変更を行うことができるということは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１】疾病状態の動脈分岐部の断面図である。
【図２】主血管の拡張に使用される従来技術の単一バルーンカテーテルを示す動脈分岐部
の断面図である。
【図３】主血管及び側方分枝血管の両方を同時に拡張するのに使用される従来技術の２つ
のバルーンカテーテルを示す動脈分岐部の断面図である。
【図４】主血管及び側方分枝血管の両方を拡張するのに使用される従来技術のＹ字形バル
ーンを示す動脈分岐部の断面図である。
【図５】本発明の実施形態としての二股拡張カテーテルの側面図である。
【図６】カテーテル本体の基端部分の図５の６－６線に沿った拡大断面図である。
【図７】カテーテル本体の先端部分の図５の７－７線に沿った拡大断面図である。
【図８】一方のカテーテル枝部の基端部分の図５の８－８線に沿った拡大断面図である。
【図９】一方のカテーテル枝部の先端部分の図５の９－９線に沿った拡大断面図である。
【図１０】ＰＴＣＡ中に拡張させた両バルーンを示す動脈分岐部の断面図である。
【図１１】本発明の展開したステントを示す動脈分岐部の断面図である。
【図１２】互いに連結されたカテーテル枝部を示す、二股カテーテルアッセンブリの正面
図である。
【符号の説明】
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１０　二股カテーテルアッセンブリ
１１　カテーテル本体
１２　基端部分
１３　スリット
１４　第１膨張内腔
１６　第１ガイドワイヤ内腔
１７　第２ガイドワイヤ内腔
１８　第１出口ポート１８
１９　トラッキングガイドワイヤ
２０　第２出口ポート
２１　膨張ハブ
２２　カテーテル本体
４２　バルーン
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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