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(57)【要約】
　血管内装置、システム及び方法を開示する。いくつか
の実施形態では、血管内装置は、装置の遠位部内に、少
なくとも一の取り付け構造を含む。この点に関し、一以
上の電子、光学及び／又は電気光学コンポーネントが、
取り付け構造に連結される。いくつかの例では、取り付
け構造は、複数層の材料層で形成される。いくつかの実
施形態では、材料層が、実質的に一定の厚みを有する。
そのような血管内装置／システムを作製し、及び／又は
組み立てる方法もまた提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガイドワイヤーであり、
　第一フレキシブル要素と、
　前記第一フレキシブル要素内で延びる遠位コアと、
　遠位コアに固定して取り付けられる取り付け構造であって、前記取り付け構造が、互い
に取り付けられた複数層の材料層を備え、前記複数層の材料層が、圧力検出コンポーネン
トを受け入れるサイズ及び形状の凹部を画定する取り付け構造と、
　前記取り付け構造に取り付けられた圧力検出コンポーネントと、
　前記取り付け構造に固定して取り付けられて、前記取り付け構造から近位側に延びる近
位コアと、
　近位箇所及び遠位箇所を有する少なくとも一個の導体であって、前記少なくとも一個の
導体の前記遠位箇所が、前記圧力検出コンポーネントに連結され、前記少なくとも一個の
導体の近位箇所が、少なくとも一個のコネクタに連結された少なくとも一個の導体と
を備え、
　前記第一フレキシブル要素及び前記取り付け構造が、０．０３５”以下の外径を有する
ガイドワイヤー。
【請求項２】
　前記複数層の材料層が、少なくとも６層を備える請求項１に記載のガイドワイヤー。
【請求項３】
　前記複数層の材料層のそれぞれが、同一の材料で形成される請求項１に記載のガイドワ
イヤー。
【請求項４】
　前記材料がニッケルコバルトである請求項３に記載のガイドワイヤー。
【請求項５】
　前記複数層の材料層のそれぞれが、同一の厚みを有する請求項１に記載のガイドワイヤ
ー。
【請求項６】
　前記複数層の材料層のそれぞれの前記厚みが、約０．０１ｍｍと約０．０２５ｍｍとの
間である請求項５に記載のガイドワイヤー。
【請求項７】
　前記取り付け構造が、近位部、中央部及び遠位部を含み、
　前記近位部が、前記近位部及び中央部に比して小さな外形寸法を有する近位ブリッジに
より、前記中央部から分離され、
　前記中央部が、前記中央部及び遠位部に比して小さな外形寸法を有する遠位ブリッジに
より、前記遠位部から分離される請求項１に記載のガイドワイヤー。
【請求項８】
　前記近位部、中央部及び遠位部のそれぞれが、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍと
の間の外形寸法を有し、
　前記近位ブリッジ及び前記遠位ブリッジのそれぞれが、０．０７５ｍｍと約０．１２５
ｍｍとの間の外形寸法を有する請求項７に記載のガイドワイヤー。
【請求項９】
　前記取り付け構造の前記中央部が、凹部を含む請求項８に記載のガイドワイヤー。
【請求項１０】
　前記取り付け構造が、第一部分と、ブリッジにより前記第一部分から離隔して位置する
第二部分とを含み、前記ブリッジが、前記第一部分及び第二部分に比して小さな外形寸法
を有する請求項１に記載のガイドワイヤー。
【請求項１１】
　前記取り付け構造の前記第一部分が、凹部を含む請求項１０に記載のガイドワイヤー。
【請求項１２】
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　前記近位コアが、前記取り付け構造に固定して取り付けられた第一箇所と、前記第一箇
所から近位側に延びる第二箇所とを含み、前記第一箇所が第一材料で形成され、前記第二
箇所が第二材料で形成される請求項１に記載のガイドワイヤー。
【請求項１３】
　前記近位コアが、前記第二箇所から近位側に延びる第三箇所を更に含み、前記第三箇所
が第三材料で形成される請求項１２に記載のガイドワイヤー。
【請求項１４】
　前記第二材料が前記第一材料と異なる請求項１２に記載のガイドワイヤー。
【請求項１５】
　第三材料が前記第二材料と異なる請求項１４に記載のガイドワイヤー。
【請求項１６】
　前記少なくとも一個の導体が、三個の導体からなり、前記少なくとも一個のコネクタが
三個のコネクタからなる請求項１に記載のガイドワイヤー。
【請求項１７】
　前記近位コアの遠位端部が、前記取り付け構造の開口部内に配置されて、半田により前
記取り付け構造に固定して取り付けられる請求項１に記載のガイドワイヤー。
【請求項１８】
　前記開口部が、第一幅を有する第一部分と、前記第一幅より広い第二幅を有する第二部
分とを含み、前記第二部分が、前記第一部分の遠位側に配置される請求項１７に記載のガ
イドワイヤー。
【請求項１９】
　前記開口部が、第一部分及び第二部分を含み、前記第二部分が、前記取り付け構造の縦
軸に対し、第一部分からずれて位置する請求項１７に記載のガイドワイヤー。
【請求項２０】
　前記開口部が、前記取り付け構造の前記縦軸に対し、前記第一部分と並べて配置された
第三部分を更に含み、前記第二部分が、前記第一部分と第三部分との間に配置される請求
項１９に記載のガイドワイヤー。
【請求項２１】
　外径が０．０１８”以下のガイドワイヤーの遠位部内で用いる取り付け構造であり、前
記取り付け構造が、
　互いに取り付けられた複数層の材料層であって、前記複数層の材料層が、圧力検出コン
ポーネントを受け入れるサイズ及び形状の第一凹部、及び、前記ガイドワイヤーのコアの
一部を受け入れるサイズ及び形状の第二凹部を画定する複数層の材料層
を備える取り付け構造。
【請求項２２】
　前記第一凹部が、材料層の第一グループにより画定され、前記第二凹部が、材料層の第
二グループにより画定される請求項２１に記載の取り付け構造。
【請求項２３】
　材料層の前記第一グループ及び第二グループが重複しない請求項２２に記載の取り付け
構造。
【請求項２４】
　前記複数層の材料層が、少なくとも６層を備える請求項２３に記載の取り付け構造。
【請求項２５】
　材料層の前記第一グループが、少なくとも３層を備え、材料層の前記第二グループが、
少なくとも３層を備える請求項２４に記載の取り付け構造。
【請求項２６】
　前記複数層の材料層のそれぞれが、同一の材料で形成される請求項２１に記載の取り付
け構造。
【請求項２７】
　前記材料がニッケルコバルトである請求項２６に記載の取り付け構造。
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【請求項２８】
　前記複数層の材料層のそれぞれが、同一の厚みを有する請求項２１に記載の取り付け構
造。
【請求項２９】
　前記複数層の前記材料層のそれぞれの前記厚みが、０．０１ｍｍと約０．０２５ｍｍと
の間である請求項２８に記載の取り付け構造。
【請求項３０】
　前記複数層の材料層が、第一部分と、第二部分と、前記第一部分及び第二部分の間に延
びるブリッジを画定し、前記ブリッジが、前記第一部分及び第二部分に比して小さな最大
外形寸法を有する請求項２１に記載の取り付け構造。
【請求項３１】
　前記第一部分及び第二部分が、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍとの間の最大外形
寸法を有し、
　前記ブリッジが、約０．０７５ｍｍと約０．１２５ｍｍとの間の最大外形寸法を有する
請求項３０に記載の取り付け構造。
【請求項３２】
　前記取り付け構造が、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍとの間の高さ、約０．２８
ｍｍと約０．５０ｍｍとの間の幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍとの間の長さを有
する請求項２１に記載の取り付け構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、血管内装置、システム及び方法に関するものである。いくつかの実施形態で
は、当該血管内装置は、一以上の検出コンポーネントの取り付け構造を含むガイドワイヤ
ーである。
【背景技術】
【０００２】
　心臓病は極めて深刻であり、生命を救うために緊急の手術を要する場合がある。心臓病
の主な原因は、血管内の血小板の蓄積であり、これは最終的には血管を閉塞させる。閉塞
した血管を広げるために用いることのできる一般的な治療法の選択肢には、バルーン血管
形成術、回転性粥腫切除術及び血管内ステントが含まれる。伝統的には、外科医は、治療
の指標とするために血管の内腔の輪郭の外径を表示する平面画像であるＸ線透視画像に頼
っていた。残念ながら、Ｘ線透視画像では、閉塞の原因である狭窄の正確な範囲及び方向
についてかなり不確実であり、このことが、狭窄の正確な位置を見つけることを困難にす
る。また、再狭窄は同じ箇所に生じることが知られているが、Ｘ線で手術した後は、血管
内の状態を確認することが困難である。
【０００３】
　虚血をもたらす病変を含む血管内の狭窄の重症度を評価するための、現在認められてい
る技術は、冠血流予備量比（ＦＦＲ）である。ＦＦＲは、近位圧測定値（狭窄の近位側で
得られる）に対する遠位圧測定値（狭窄の遠位側で得られる）の比の計算である。ＦＦＲ
は、閉塞が血管内の血流を、治療が必要なほど制限するかどうかについての判断を可能に
する狭窄重要度の指標をもたらす。健康な血管におけるＦＦＲの正常値は１．００であり
、約０．８０より小さい値は一般に重大とみなされて、治療を要する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　血管内カテーテル及びガイドワイヤーは、血管内の圧力の測定、血管の内腔の可視化、
及び／又は、その他の血管に関するデータの取得に用いられることが多い。これまで、圧
力センサ、撮像素子及び／又は、その他の電子、光学もしくは電気光学的なコンポーネン
トを含むガイドワイヤーは、そのようなコンポーネントを含まない通常のガイドワイヤー
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に比して、性能特性が低下することに悩まされていた。たとえば、電子コンポーネントを
含む以前のガイドワイヤーのハンドリング性能は、場合によっては、電子コンポーネント
の導体もしくは通信回線、電子コンポーネントを含む硬質なハウジングの剛性及びサイズ
、並びに／又は、ガイドワイヤー内で利用できる限られたスペースで電子コンポーネント
の機能を付与することに関する他の制約に必要なスペースに占有された後の、コアワイヤ
ーに利用できる限られたスペースによって阻害されていた。
【０００５】
　従って、一以上の電子的、光学的もしくは電気光学的な検出コンポーネントの取り付け
構造を含む血管内装置、システム及び方法を改善することの必要性は依然として残ってい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の実施形態は、血管内装置、システム及び方法を対象としたものである。
【０００７】
　一の実施形態では、ガイドワイヤーを提供する。このガイドワイヤーは、第一フレキシ
ブル要素と、第一フレキシブル要素内に延びる遠位コアと、遠位コアに固定して取り付け
られた取り付け構造とを備えるものであり、前記取り付け構造は、互いに取り付けられた
複数層の材料層を備える。複数層の材料層は、圧力検出コンポーネントを受容するサイズ
及び形状の凹部と、前記取り付け構造に取り付けられた圧力検出コンポーネントと、前記
取り付け構造に固定して取り付けられて、取り付け構造から近位側に延びる近位コアと、
近位箇所及び遠位箇所を有する少なくとも一の導体とを画定する。少なくとも一の導体の
遠位箇所は、圧力検出コンポーネントに連結され、また、少なくとも一の導体の近位箇所
は、少なくとも一のコネクタに連結される。第一フレキシブル要素及び取り付け構造は、
０．０１８”以下の外径を有する。
【０００８】
　他の実施形態では、外径が０．０１８”以下のガイドワイヤーの遠位部の内側で用いら
れる取り付け構造を設ける。当該取り付け構造は、互いに取り付けられた複数層の材料層
を含み、ここでは、複数層の材料層が、圧力検出コンポーネントを受容するサイズ及び形
状の第一凹部及び、ガイドワイヤーのコアの部分を受容するサイズ及び形状の第二凹部を
画定する。
【０００９】
　いくつかの例では、取り付け構造の複数層の材料層は、少なくとも６層を備える。いく
つかの実施形態では、複数層の材料層はそれぞれ、同じ材料で形成される。その点におい
て、いくつかの例では、当該材料はニッケルコバルトである。また、いくつかの実施にお
いては、複数層の材料層は、同じ厚みを有する。たとえば、いくつかの例では、複数層の
材料層のそれぞれの厚みは、約０．０１ｍｍ～約０．０２５ｍｍである。いくつかの実施
形態では、取り付け構造は、近位部、中央部及び遠位部を含む。その近位部は、近位部及
び中央部に比して減少させた外形寸法を有する近位ブリッジ（a proximal bridge）によ
って、中央部から分離されており、また、中央部は、中央部及び遠位部に比して減少させ
た外形寸法を有する遠位ブリッジ（distal bridge）によって、遠位部から分離されてい
る。いくつかの例では、それぞれの近位部、中央部及び遠位部は、約０．１２５ｍｍと約
０．４００ｍｍとの間の外形寸法を有し、また、近位ブリッジ及び遠位ブリッジは、０．
０７５ｍｍと約０．１２５ｍｍと間の外形寸法を有する。
【００１０】
　本開示の更なる側面、構成及び効果は、以下の詳細な説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の実施形態に従う血管内装置の概略側面図である。
【図２】本開示の実施形態に従う血管内装置の概略断面図である。
【図３】本開示の実施形態に従う取り付け構造の概略斜視図である。
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【図４】図３の取り付け構造の概略的な近位端面図である。
【図５】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図６】本開示の実施形態に従うコアに接続して示す図５の取り付け構造の概略的な近位
端面図である。
【図７】コアに接続して示す図５及び６の取り付け構造の概略的な部分断面図である。
【図８】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略斜視図である。
【図９】図８の取り付け構造の近位端面図である。
【図１０】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１１】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１２】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１３】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１４】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１５】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１６】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１７】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１８】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図１９】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図２０】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図２１】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図２２】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【図２３】本開示の他の実施形態に従う取り付け構造の概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付図面を参照しつつ、本開示の図示の実施形態を説明する。
【００１３】
　本開示の原理の理解を促進させる目的で、図面に例示する実施形態について言及し、特
定の言語は、同じものを説明するために用いられる。それにもかかわらず、開示の範囲の
限定は意図されないことが理解される。説明する装置、システム及び方法に対する任意の
変更や更なる改良ならびに、本開示の原理の更なる任意の適用は、この開示が属する技術
分野の当業者が通常思い付くように十分に企図されており、本開示内に含まれる。特に、
一の実施形態に関して説明する構成、コンポーネント及び／又は工程が、本開示の他の実
施形態に関して説明する構成、コンポーネント及び／又は工程に組み合せられ得ることは
十分に企図される。しかしながら、簡略のために、これらの組合せの多数の反復は個別に
は説明しない。
【００１４】
　ここで、「フレキシブル長尺部材」または「長尺フレキシブル部材」というときは、患
者の脈管に挿入できる少なくとも任意の細く、長く、柔軟な構造を含む。本開示の「フレ
キシブル長尺部材」の図示の実施形態は、フレキシブル長尺部材の外径を画定する円形断
面形状の円筒形状を有するが、他の例では、フレキシブル長尺部材の全体または一部は、
他の幾何学的な断面形状（たとえば、長円形、長方形、正方形、楕円形等）または、非幾
何学的な断面形状（non-geometric cross-sectional profiles）を有する。フレキシブル
長尺部材は、たとえば、ガイドワイヤー及びカテーテルを含む。この点において、カテー
テルは、その長手方向に延びて、他の機器を受け入れるため、及び／又は案内するための
内腔を含むか、又は含まないものとすることができる。カテーテルが内腔を含む場合、そ
の内腔は、装置の断面形状に対して中心にあり、又はずれている。
【００１５】
　多くの実施形態では、本開示のフレキシブル長尺部材は、一以上の電子的、光学的又は
電気光学的なコンポーネントを含む。たとえば、フレキシブル長尺部材は、圧力センサ、
温度センサ、撮像素子、ミラー、光ファイバー、超音波振動子、反射器、プリズム、アブ
レーション素子、ＲＦ電極、導体及び／又は、それらの組合せのようなタイプのコンポー
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ネントを一以上含むことができるが、これに限定されるものではない。一般に、これらの
コンポーネントは、フレキシブル長尺部材が配置される血管又は生体組織の他の部分に関
するデータを得るべく構成される。当該コンポーネントはまた、かかるデータを、処理及
び／又は表示のために外部装置に通信するべく構成される。いくつかの側面では、本開示
の実施形態は、血管の内腔内を撮像するための撮像装置を含み、これには、医学的及び非
医学的な適用の両方が含まれる。しかしながら、本開示のいくつかの実施形態は、人体の
脈管のなかで用いることに特に適している。血管内スペース、特に人体の脈管の内壁の撮
像は、超音波（血管内超音波（「ＩＶＵＳ」）や心腔内エコー検査（「ＩＣＥ」）と称さ
れることが多い）及び、光コヒーレンス・トモグラフィー（「ＯＣＴ」）を含む多数の異
なる技術により行うことができる。他の例では、赤外線、熱又は他の撮像モダリティが用
いられる。
【００１６】
　本開示の電子、光学及び／又は電気光学コンポーネントは、フレキシブル長尺部材の遠
位部内に配置されることが多い。ここで、フレキシブル長尺部材の「遠位部」というとき
は、中間点から遠位端までのフレキシブル長尺部材の任意の部分を含む。フレキシブル長
尺部材は中実（solid）とすることができるので、本開示のいくつかの実施形態は、遠位
部に、電子コンポーネントを受け入れるためのハウジング部を含むだろう。そのようなハ
ウジング部は、長尺部材の遠位部に取り付けられた管状構造とすることができる。いくつ
かのフレキシブル長尺部材は管状であって、遠位部内に電子コンポーネントを配置するこ
とのできる一以上の内腔を有する。
【００１７】
　電子、光学及び／又は電気光学コンポーネント並びに、関連する通信回線は、フレキシ
ブル長尺部材の径が極めて小さいことを許容するサイズ及び形状である。たとえば、ここ
で述べるような一以上の電子、光学及び／又は電気光学コンポーネントを含むガイドワイ
ヤー又はカテーテル等の長尺部材の外径は、約０．０００７”（０．０１７８ｍｍ）と０
．１１８”（３．０ｍｍ）との間にあり、いくつかの特定の実施形態は、およそ０．０１
４”（０．３５５６ｍｍ）とおよそ０．０１８”（０．４５７２ｍｍ）との間である。こ
のように、電子、光学及び／又は電気光学コンポーネントを組み込む本開示のフレキシブ
ル長尺部材は、人間の患者内で、心臓の一部の箇所またはそれをすぐ取り囲む箇所の近傍
の多様な内腔に使用することに適しており、これには、体肢の静脈及び動脈、腎動脈、脳
内もしくはその周囲の血管ならびに、他の内腔が含まれる。
【００１８】
　ここで用いる「接続された」及びその変形は、他の要素の上、内部などに、接着又はそ
の他の方法で直接的に取り付けられるような直接的な接続、ならびに、接続された要素の
間に一以上の要素が配置される間接的な接続を含む。
【００１９】
　ここで用いる「取り付けられた」及びその変形は、他の要素の上、内部などに直接接着
又は他の方法で固定されるような、要素が他の要素に直接的に取り付けられる方法、なら
びに、取り付けられる要素の間に一以上の要素が配置されて二の要素をともに間接的に取
り付ける技術を含む。
【００２０】
　次に図１を参照すると、本開示の実施形態に従う血管内装置１００の一部が示されてい
る。その点において、血管内装置１００は、遠位端部１０５に隣接する遠位部１０４と、
近位端部１０７に隣接する近位部１０６を有するフレキシブル長尺部材１０２を含む。コ
ンポーネント１０８は、遠位端１０５に隣接するフレキシブル長尺部材１０２の遠位部１
０４内に配置されている。一般に、コンポーネント１０８は、一以上の電子、光学又は電
気光学コンポーネントを代表するものである。その点において、コンポーネント１０８は
、圧力センサ、温度センサ、撮像素子、光ファイバー、超音波振動子、反射器、ミラー、
プリズム、アブレーション素子、ＲＦ電極、導体及び／又はその組合せである。特定のタ
イプのコンポーネント又はコンポーネントの組合せは、血管内装置の使用目的に基いて選
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択することができる。いくつかの例では、コンポーネント１０８は、遠位端１０５から１
０ｃｍ未満、５未満又は３ｃｍ未満に配置することができる。いくつかの例では、コンポ
ーネント１０８は、フレキシブル長尺部材１０２のハウジング内に配置される。その点に
おいて、ハウジングは、いくつかの例では、フレキシブル長尺部材１０２に取り付けられ
た別個のコンポーネントである。いくつかの例では、ハウジングは、フレキシブル長尺部
材１０２の一部として一体に形成される。
【００２１】
　血管内装置１００はまた、該装置の近位部１０６に隣接するコネクタ１１０を含む。そ
の点において、コネクタ１１０は、フレキシブル長尺部材１０２の近位端部１０７から距
離１１２で離れて配置される。一般に、距離１１２は、フレキシブル長尺部材１０２の全
長の０％～５０％の間である。フレキシブル長尺部材の全長は、任意の長さとすることが
できるが、いくつかの実施形態では、当該全長は、約１３００ｍｍと約４０００ｍｍの間
であり、いくつかの特定の実施形態は、１４００ｍｍ、１９００ｍｍ及び３０００ｍｍの
長さを有する。従って、いくつかの例では、コネクタ１１０は、近位端部１０７に配置さ
れる。他の例では、コネクタ１１０は、近位端部１０７から離れて配置される。たとえば
、いくつかの例では、コネクタ１１０は、近位端部１０７から、約０ｍｍと約１４００ｍ
ｍとの間で離れて配置される。いくつかの特定の実施形態では、コネクタ１１０は、近位
端部から、０ｍｍ、３００ｍｍ及び１４００ｍｍの距離で離れて配置される。
【００２２】
　コネクタ１１０は、血管内装置１００と他の装置との間の通信を円滑にするべく構成さ
れる。より具体的には、いくつかの実施形態では、コネクタ１１０は、コンポーネント１
０８により得られたデータの、計算装置又は処理装置のような他の装置への通信を円滑に
するべく構成される。従って、いくつかの実施形態では、コネクタ１１０は、電気コネク
タである。そのような例では、コネクタ１１０は、フレキシブル長尺部材１０２の長さに
沿って延びてコンポーネント１０８に電気的に連結された一以上の導電体への電気接続を
もたらす。本開示に従う電気コネクタのいくつかの特定の実施形態は、図５～１１のなか
で後述する。他の実施形態では、コネクタ１１０は光コネクタである。そのような例では
、コネクタ１１０は、フレキシブル長尺部材１０２の長さに沿って延びてコンポーネント
１０８に光学的に連結される一以上の光通信経路（たとえば光ファイバーケーブル）への
光接続を与える。また、いくつかの実施形態では、コネクタ１１０は、コンポーネント１
０８に連結された導電体及び光通信経路の両方への電気及び光の両方の接続を与える。そ
の点において、コンポーネント１０８は、いくつかの例では複数の要素からなることに再
度留意すべきである。いくつかの例では、コネクタ１１０は、他の装置への直接又は間接
的な物理接続を与えるべく構成される。他の例では、コネクタ１１０は、血管内装置１０
０と他の装置との間の無線通信を円滑にするべく構成される。一般に、任意の現在の、又
は将来的に開発される無線プロトコルを用いることができる。さらに他の例では、コネク
タ１１０は、他の装置への物理及び無線接続の両方を円滑にする。
【００２３】
　上述したように、いくつかの例では、コネクタ１１０は、血管内装置１００のコンポー
ネント１０８と外部装置との間の接続をもたらす。従って、いくつかの実施形態では、一
以上の導電体、一以上の光通信経路、及び／又は、それらの組合せは、コネクタ１１０と
コンポーネント１０８との間で、フレキシブル長尺部材１０２の長さに沿って延びて、コ
ネクタ１１０とコンポーネント１０８との間の通信を円滑なものとする。一般に、任意の
数の導電体、光通信経路及び／又は、それらの組合せは、コネクタ１１０とコンポーネン
ト１０８との間のフレキシブル長尺部材１０２の長さに沿って延びることができる。いく
つかの例では、１個～１０個の導電体及び／又は光通信経路が、コネクタ１１０とコンポ
ーネント１０８との間で、フレキシブル長尺部材１０２の長さに沿って延びる。明確さ及
び単純さのため、後述する本開示の実施形態は、３個の導電体を含む。しかしながら、通
信経路の総数並びに／又は、導電体及び／もしくは光通信経路の数は、他の実施形態では
異なる。より具体的には、フレキシブル長尺部材１０２の長さに沿って延びる通信経路の
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数並びに、導電体及び光通信経路の数は、コンポーネント１０８の必要な機能及び、コン
ポーネント１０８を規定する対応する要素により決定し、それにより、そのような機能を
実現することができる。
【００２４】
　次に図２を参照すると、本開示の実施形態に従う血管内装置２００の断面図が示されて
いる。図示のように、血管内装置２００は、近位部２０２、中間部２０４、遠位部２０６
を含む。一般に、近位部２０２は、患者の外側に配置されるべく構成され、この一方で、
遠位部２０６及び、中間部２０４の大部分は、人体の脈管を含む患者内に挿入されるべく
構成される。この点において、中間部及び遠位部２０４は、いくつかの実施形態では、約
０．０００７”（０．０１７８ｍｍ）と約０．１１８”（３．０ｍｍ）との間の外径を有
し、いくつかの特定の実施形態は、およそ０．０１４”（０．３５５６ｍｍ）又は、およ
そ０．０１８”（０．４５７２ｍｍ）である。図２に例示する実施形態では、血管内装置
２００は、０．０１４”（０．３５５６ｍｍ）の外径を有する。
【００２５】
　図示のように、血管内装置２００の遠位部２０６は、要素２０８により画定される遠位
端２０７を有する。図示の実施形態では、遠位端２０７は丸い形状を有する。いくつかの
例では、要素２０８はＸ線不透過性であり、それにより、遠位端２０７は、患者内に配置
された際に、Ｘ線、蛍光透視法及び／又は他の撮像モダリティの下で確認することができ
る。いくつかの特定の実施形態では、要素２０８は、フレキシブル要素２１０及び／又は
扁平な先端コア２１２に、半田固定されている。この点において、いくつかの例では、フ
レキシブル要素２１０は、コイルスプリングである。扁平な先端コア２１２は、遠位コア
２１４から遠位側に延びる。図示のように、遠位コア２１４は、それが遠位端２０７に向
けて遠位側に延びるにつれて、先細りになる細い形状である。いくつかの例では、遠位コ
ア２１４は、所望のテーパ形状となるように、すり減らされたステンレス鋼で形成される
。いくつかの例では、遠位コア２１４又は、少なくともその一部は、扁平であり、血管内
装置２００の無傷端を画定する。いくつかの特定の例では、遠位コア２１４は、３０４Ｖ
の高い引張強度のステンレス鋼で形成される。他の実施形態では、遠位コア２１４は、ニ
チノール・コアの周囲に、ステンレス鋼成形リボンを巻き付けることにより形成される。
半田箇所２１６は、遠位コア２１４を取り付け構造２１８に取り付ける。取り付け構造２
１８は、コンポーネント２２０を受け入れるとともに固定して保持する。この点において
、コンポーネント２２０は、一以上の電子コンポーネント、光学コンポーネント及び／又
は電気光学コンポーネントである。たとえば、コンポーネント２２０は、圧力センサ、温
度センサ、撮像素子、光ファイバー、超音波振動子、反射器、ミラー、プリズム、アブレ
ーション素子、ＲＦ電極、導体及び／又はそれらの組合せ等のタイプの一以上のコンポー
ネントとすることができるが、これに限定されるものではない。
【００２６】
　取り付け構造２１８は、血管内装置２００の遠位部２０６内に固定して取り付けられる
。詳細を後述するように、図３～２３の例示的な実施形態のなかで、取り付け構造２１８
は、一以上のコア（たとえば、取り付け構造の長さに沿って延びるシングルコア、近位コ
ア、遠位コア、近位コアと遠位コアの両方）及び／又はハイポチューブ又は、取り付け構
造の少なくとも一部を取り囲む他の構造に固定して取り付けられることができる。図示の
実施形態では、取り付け構造は、フレキシブル要素２１０及び／又はフレキシブル要素２
２４内に配置されて、接着剤又は半田２２２により所定の位置に取り付けられる。いくつ
かの例では、フレキシブル要素２２４は、ポリマー塗膜で覆われたリボンコイルである。
たとえば、一の実施形態では、フレキシブル要素２２４は、ポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）でコーティングされたステンレス鋼のリボンワイヤーコイルである。他の実施
形態では、フレキシブル要素は、ポリイミド管であり、その内部に埋め込まれたリボンワ
イヤーコイルを有する。たとえば、いくつかの例では、埋め込まれたコイルを有するポリ
イミド又はペバックス（登録商標）の管が、フレキシブル要素２２４に用いられる。いく
つかの特定の実施形態では、リボンワイヤーコイルは、ポリイミド管の内径に埋め込まれ
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る。いくつかの例では、取り囲む周囲圧力が、コンポーネント２２の圧力検出の実行に到
達することを許容するように、管に開口部が形成される。従って、いくつかの実施におい
ては、埋め込まれたリボンコイルのピッチ及び／又は間隔は、開口部が管の周囲のポリマ
ー部分を単独で通るように（コイルを通過するのではない）形成され、かつ、正確な圧力
測定を容易にするべく十分なアクセスをもたらすように、適切な間隔を有する。接着剤２
２２は、いくつかの実施においては、取り付け構造２１８をフレキシブル要素２１０及び
／又はフレキシブル要素２２４に取り付けるために用いられる。従って、いくつかの例で
は、接着剤は、アクリル酸ウレタン、シアノアクリレート、シリコーン、エポキシ樹脂及
び／又はその組合せである。
【００２７】
　取り付け構造２１８はまた、取り付け構造から血管内装置２００の中間部２０４に向け
て近位側に延びるコア２２６に取り付けられる。この点において、コア２２６の遠位部２
２８は、取り付け構造２１８に向けて遠位側に延びるにつれて先細りになる。コア２２６
の遠位部２２８の遠位端部は、取り付け構造２１８に固定して取り付けられる。いくつか
の例では、コア２２６の遠位端部は、取り付け構造２１８に、半田付けされる。図示のよ
うに、接着剤２３０は、コア２２６の遠位部２２８の少なくとも一部を取り囲む。いくつ
かの例では、接着剤２３０は、取り付け構造２１８をフレキシブル要素２１０及び／又は
フレキシブル要素２２４に取り付けるために用いられる接着剤２２２である。他の例では
、接着剤２３０は、接着剤２２２とは異なるタイプの接着剤である。一の特定の実施形態
では、接着剤又は半田２２２は、取り付け構造をフレキシブル要素２１０に取り付けるこ
とに特に適しているが、この一方で、接着剤２３０は、取り付け構造をフレキシブル要素
２２４に取り付けることに特に適している。
【００２８】
　通信ケーブル２３２は、血管内装置２００の長さに沿って近位部２０２から遠位部２０
６に延びる。この点において、通信ケーブル２３２の遠位端部は、接合部２３４でコンポ
ーネント２２０に連結される。通信ケーブルのタイプは、コンポーネント２２０を構成す
る電子、光学及び／又は電気光学コンポーネントのタイプに依存する。その点において、
通信ケーブル２３２は、一以上の伝導体、光ファイバー及び／又はその組合せを含むこと
ができる。通信ケーブル２３２内に含まれる通信回線のタイプに基き、接合部２３４には
適切な接続が用いられる。たとえば、いくつかの例では電気接続は、半田付けされるが、
いくつかの例では光接続は、光コネクタを通過する。いくつかの実施形態では、通信ケー
ブル２３２は、三重巻き構造（a trifilar structure）である。また、血管内装置２００
のそれぞれの近位部２０２、中間部２０４及び／又は遠位部２０６の全体及び／又は一部
は、２０１２年６月２８日に出願された米国仮特許出願第６１／６６５，６９７号の図２
～５に示されているような断面形状を有することができると理解され、これは、参照によ
りその全体をここに組み込む。
【００２９】
　また、いくつかの実施形態では、近位部２０２及び／又は遠位部２０６は、２０１２年
６月２８日に出願された米国仮特許出願第６１／６６５，６９７号に開示されているよう
な螺旋状リボン管を包含する。いくつかの例では、そのような螺旋状リボン管を使用する
ことは、装置内の利用可能な内腔スペースをさらに増大させることを可能にする。たとえ
ば、いくつかの例では、約０．００１”と約０．００２”との間の壁の厚みを有する螺旋
状リボン管を使用することは、外径が少なくとも０．００９５”であるコアワイヤーを、
円形断面の導体形状の三重巻きを用いた外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で使用す
ることを円滑にする。扁平な楕円形（oblong）の断面の導体形状の三重巻きを用いること
により、上記のコアワイヤーのサイズはさらに、少なくとも０．０１０”に増大させるこ
とができる。増大された外径のコアワイヤーを使用する可能性は、特に、増大されたコア
外径（たとえば、０．００７５”以上のコア外径）を有する超弾性材料が、遠位部２０６
内に用いられる場合、ガイドワイヤーのハンドリング性能または構造的完全性に悪影響を
与えることなしに、通常のステンレス鋼コアワイヤーより低い弾性率の材料の使用を可能
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にし、多くの場合、ガイドワイヤーのハンドリング性能の改善をもたらす（たとえば、い
くつかの例ではニチノールまたはＮｉＴｉＣｏのような超弾性材料が用いられる）。
【００３０】
　血管内装置２００の遠位部２０６はまた、少なくとも一の撮像マーカー２３６を選択的
に含む。この点において、撮像マーカー２３６は、血管内装置２００の遠位部２０６が、
患者内に配置された際に、Ｘ線、蛍光透視法、血管造影、ＣＴスキャン、ＭＲＩ又は他の
方法の外部撮像モダリティを用いることと同一に扱えるように構成される。図示の実施形
態では、撮像マーカー２３６は、コア２２６のテーパ状の遠位部２２８の周囲に配置され
たＸ線不透過性コイルである。治療の間における撮像マーカー２３６の可視化は、医療関
係者に、患者内の病変又は関心領域のサイズの指標を与えることができる。そのため、解
剖構造とともに撮像マーカー２３６及び／又は要素２０８の可視化によって、ユーザが、
解剖構造の関心領域のサイズ又は長さを推定することができるように、撮像マーカー２３
６は、既知の長さ（たとえば、０．５ｃｍ又は１．０ｃｍ）を有するものとすること、及
び／又は、既知の距離（たとえば、３．０ｃｍ）で要素２０８から離れて位置するものと
することが可能である。いくつかの例では、複数の撮像マーカー２３６が用いられること
が理解される。この点において、いくつかの例では、撮像マーカー２３６は、互いに既知
の距離で離隔して位置するものとし、それにより、関心領域のサイズ又は長さの測定を容
易にすることができる。
【００３１】
　いくつかの例では、コア２２６の近位部は、血管内装置の中間部２０４を通って延びる
コア２３８に取り付けられる。この点において、コア２２６とコア２３８との間の遷移は
、遠位部２０６内、中間部２０４内、及び／又は、遠位部２０６と中間部２０４との間の
遷移で生じ得る。たとえば、図示の実施形態では、コア２２６とコア２３８との間の遷移
は、フレキシブル要素２２４とフレキシブル要素２４０との間の遷移の近傍に生じる。フ
レキシブル要素２４０は、図示の実施形態ではハイポチューブである。いくつかの特定の
例では、フレキシブル要素は、ステンレス鋼ハイポチューブである。また、図示の実施形
態では、フレキシブル要素２４０は、コーティング２４２に覆われている。この点におい
て、コーティング２４２は、いくつかの例では疎水性コーティングである。いくつかの実
施形態では、コーティング２４２は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）のコーテ
ィングである。いくつかの実施においては、フレキシブル要素２４０は、フレキシブル要
素２２４より大きな構造支持をもたらすべく構成される。たとえば、いくつかの例では、
フレキシブル要素２４０は、押し易さ及びトルクアビリティの増大をもたらす。また、い
くつかの例では、フレキシブル要素２２４の主要機能には、装置誘導のための一定の外径
を与えること、及び、滑らかなコーティング（たとえば、いくつかの例では親水性コーテ
ィング）の基板の役割を果たすことが含まれる。いくつかの例では、遠位コア２２６が、
脈管に入る血管内装置２００の部分の機能のために必要な所望の構造支持及びトルク応答
性をもたらす間、フレキシブル要素２２４は、最小限の構造支持、及び／又は、トルクア
ビリティをもたらす。
【００３２】
　コア２２６の近位部は、コア２３８の遠位部に固定して取り付けられる。この点におい
ては、コア２２６、２３８を互いに取り付けられる任意の適切な技術を用いることができ
る。いくつかの実施形態では、少なくとも一のコア２２６、２３８は、プランジ・グライ
ンド（a plunge grind）又は、コアをともに連結することに用いられる他の構造的変化を
含む。いくつかの例では、コア２２６、２３８はともに、半田付けされる。いくつかの例
では、コア２２６、２３８をともに取り付けることに、接着剤が用いられる。いくつかの
実施形態では、コア２２６、２３８をともに取り付けることに、構造的結合、半田付け及
び／又は接着剤の組合せが用いられる。いくつかの例では、コア２２６は、コア２３８に
固定して取り付けられない。たとえば、いくつかの例では、コア２２６及びコア２４６は
、ハイポチューブ２４０に固定して取り付けられるとともに、コア２３８は、コア２２６
及び２４６の間に配置され、このことは、コア２２６及び２４６の間へのコア２３８の配
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置を維持する。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、コア２３８は、コア２２６とは異なる材料で形成される。た
とえば、いくつかの例では、コア２２６はニチノールで形成され、またコア２３８はステ
ンレス鋼で形成される。他の例では、コア２３８及びコア２２６は、同じ材料で形成され
る。いくつかの例では、コア２３８は、コア２２６とは異なる形状、たとえば、より大き
な、もしくは小さな径、及び／又は、非円形断面形状のような形状を有する。たとえば、
いくつかの例では、コア２３８は、Ｄ状の断面形状を有する。この点において、Ｄ状の断
面形状は、一以上の電子、光学又は電気光学コンポーネントを含む血管内装置２００のな
かでいくつかの利点があり、これは、全直径のコアよりも強度の増加をもたらすと同時に
、内部に任意の必要な通信ケーブルが延びる通常のスペースを与える。
【００３４】
　いくつかの例では、コア２３８の近位部は、血管内装置２００の近位部２０２の少なく
とも一部を通って延びるコア２４６に取り付けられる。この点において、コア２３８とコ
ア２４６との間の遷移は、近位部２０２内、中間部２０４内、及び／又は、近位部２０２
と中間部２０４との間の遷移で生じ得る。たとえば、図示の実施形態では、コア２３８と
コア２４６との間の遷移は、複数の伝導バンド２４８の遠位側に位置する。この点におい
て、いくつかの例では、伝導バンド２４８は、ハイポチューブの一部である。通信ケーブ
ル２３２の近位部は、伝導バンド２４８に連結される。この点において、いくつかの例で
は、各伝導バンドは、通信ケーブル２３２の対応する通信回線に関連付けられる。たとえ
ば、通信ケーブル２３２が三重巻きからなる実施形態では、３つの各伝導バンド２４８は
、たとえば、各伝導バンドを各導体に半田付けすること等により、三重巻きの導体の一つ
に接続される。通信ケーブル２３２が光通信回線を含む場合、血管内装置２００の近位部
２０２は、一以上の伝導バンド２４８に加えて、又はそれに代えて、光コネクタを含む。
絶縁層又はスリーブ２５０は、伝導バンド２４８をコア２４６から分離させる。いくつか
の例では、絶縁層２５０はポリイミドで形成される。
【００３５】
　上述したように、コア２３８の近位部は、コア２４６の遠位部に固定して取り付けられ
る。この点においては、コア２３８、２４６を互いに取り付けるための任意の適切な技術
を用いることができる。いくつかの実施形態では、少なくとも一のコアは、コアをともに
連結するために用いられる構造的特徴を含む。図示の実施形態では、コア２３８は、コア
２４６の遠位部の周囲に延びる延在部２５２を含む。いくつかの例では、コア２３８、２
４６はともに、半田付けされる。いくつかの例では、コア２３８、２４６をともに取り付
けるため、接着剤が用いられる。いくつかの実施形態では、コア２３８、２４６をともに
取り付けるため、構造的結合、半田付け及び／又は接着剤が用いられる。いくつかの例で
は、コア２２６は、コア２３８に固定して取り付けられない。たとえば、いくつかの例で
は、上述したように、コア２２６及びコア２４６は、ハイポチューブ２４０に固定して取
り付けられるとともに、コア２３８は、コア２２６及び２４６の間に配置され、これは、
コア２２６及び２４６の間へのコア２３８の配置を維持する。いくつかの実施形態では、
コア２４６は、コア２３８とは異なる材料で形成される。たとえば、いくつかの例では、
コア２４６は、ニチノール及び／又はＮｉＴｉＣｏ（ニッケル―チタン―コバルト合金）
で形成され、また、コア２３８はステンレス鋼で形成される。この点において、伝導バン
ド２４８内で、ステンレス鋼に代えてニチノール・コアを用いることにより、ステンレス
鋼コアと比較して大きなニチノール・コアの柔軟性に起因して、捩れの可能性は大きく減
少する。他の例では、コア２３８及びコア２４６は、同じ材料で形成される。いくつかの
例では、コア２３８は、コア２４６とは異なる形状、たとえば、より大きな、もしくは小
さな径、及び／又は、非円形断面形状のような形状を有する。
【００３６】
　次に図３～２３を参照するに、ここでは、血管内装置内で使用するための取り付け構造
の様々な実施形態が示されている。いくつかの実施形態では、本開示の取り付け構造は、
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０．０１８”又は０．０１４”の径を有するガイドワイヤー内で使用するためのサイズ及
び形状である。初めに図３及び４を参照すると、ここでは、取り付け構造３００が示され
ている。先に詳細に述べたように、取り付け構造３００は、取り付け構造の長さに沿って
延びるコアとともに用いるべく構成される。従って、いくつかの実施形態では、取り付け
構造３００が、上述した血管内装置２００の取り付け構造２１８として用いられる場合、
遠位コア２１４及び近位コア２２６は、取り付け構造３００に沿って、及び／又はそれを
通って延びるシングルコアにより画定される。
【００３７】
　図示のように、取り付け構造３００は、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を円
滑なものとするため、様々な構造的特徴を有する本体部３０２を含む。たとえば、本体部
３０２は、血管内装置の検出コンポーネントを受容するべく構成された凹部３０４を含む
。図示の実施形態では、凹部３０４は、圧力検出素子とともに用いることに特に適してい
る。この点において、凹部３０４は、部分３０６及び部分３０８を含む。部分３０６は、
部分３０８よりも広い形状を有する。従って、いくつかの実施においては、部分３０６は
、圧力検出素子の本体部分を受け入れるサイズ及び形状を有するが、部分３０８は、圧力
検出素子の稼働部分の一部（たとえば、圧力検出ダイヤフラムを含む片持ち構造等）を受
け入れるサイズ及び形状を有する。いくつかの例では、部分３０８は、本体部３０２の上
面（図３に示す）に対し、部分３０６よりも大きな距離で窪んでいる。そのような構成は
、ダイヤフラム又は他の圧力検出部を、凹部３０８内に表向きで又は裏向きで配置するこ
とを可能にする。他の例では、部分３０６及び３０８は、本体部３０２の上面に対して同
じ深さを有する。本体部３０２はまた、凹部３０４に近位側で、かつ該本体部の近位部３
１２に隣接する凹部３１０を含む。いくつかの例では、凹部３１０は、凹部３０４内に取
り付けられた検出素子への導体の接続を容易なものとするようなサイズ及び形状を有する
。たとえば、いくつかの実施においては、導体を凹部３１０内に配置することにより、三
重巻きの導体が、凹部３０４内に着座した圧力検出素子に接続される。本体部３０２は、
近位部３１２とは逆側の遠位部３１４を含み、これは、遠位コア、遠位コイル及び／又は
他の構成のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントに連結するべく構成される
。
【００３８】
　図４に最も良く見えるように、本体部３０２は、近位部３１２と遠位部３１４との間で
、取り付け構造３００の長さに沿って延びる凹部もしくは開口部３１６を画定する。この
点において、凹部もしくは開口部３１６は、コアワイヤーと連結するサイズ及び形状を有
する。いくつかの例では、コアワイヤーは、凹部／開口部３１６内に配置され、そして、
半田、接着剤及び／又は他の適切な技術を用いて、所定の位置に固定して取り付けられる
。図４にも示すように、取り付け構造３００の本体部３０２は、最大高さ３１８最大幅３
２０を有する。いくつかの実施形態では、最大高さ３１８は、約０．１２５ｍｍと約０．
４００ｍｍの間であり、いくつかの０．０１４”の外径の装置は、およそ０．２００ｍｍ
の最大高さを有し、いくつかの０．０１８”の外径の装置は、およそ０．３００ｍｍの最
大高さを有する。いくつかの実施形態では、最大幅３２０は、約０．２８ｍｍと約０．５
０ｍｍの間であり、いくつかの０．０１４”の外径の装置は、およそ０．２９５ｍｍの最
大幅を有し、いくつかの０．０１８”の外径の装置は、およそ０．４５０ｍｍの最大高さ
を有する。図示の実施形態では、取り付け構造３００の側部は、全体が丸い、もしくはア
ーチ状の形状を有する。この点に関し、丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、
取り付け構造３００が組み込まれるガイドワイヤーの所望の外径（たとえば、０．０１４
”、０．０１８”等）に基いて決定される。後述するように、本体部３０２の丸い／アー
チ状の形状は、いくつかの例では、本体部３０２を構成する複数の層の隣接する材料層の
幅を変化させることにより、段階的な方法で画定される。図３に示すように、本体部３０
２はまた、その近位端部と遠位端部との間の長さ３２２を有する。いくつかの実施形態で
は、長さ３２２は、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍの間である。
【００３９】
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　図４に示すように、本体部３０２は、複数層の材料層で構成される。図示の実施形態で
は、本体部３０２は、層３３０、３３１、３３２、３３３、３３４、３３５、３３６、３
３７及び３３８を含む。一般に、本開示に従う構造は、２層と１５層の間の材料層を用い
ることができ、それにより、必要な三次元構造レイアウトを画定する。しかしながら、０
．０１４”の外径を有するガイドワイヤー内で用いる多くの構造は、６層と１２層との間
の材料層を用いるだろう。この点に関し、層３３０は、本体部３０２の底面を画定し、層
３３８は、本体部の上面を画定し、そして、層３３１、３３２、３３３、３３４、３３５
、３３６及び３３７は、それらの間の中間層である。図示の実施形態では、層３３０、３
３１、３３２、３３３、３３４、３３５、３３６、３３７及び３３８は、プレート状構造
（すなわち、一般に一定の厚みを有する平行な上面及び下面）である。いくつかの実施形
態では、各層は、約０．０１ｍｍと約０．２５ｍｍの間の厚み（すなわち、層の上側の境
界と下側の境界との間で本体部３０２の高さ３１８の方向に測定した）厚みを有する。い
くつかの実施形態では、少なくとも層３３０、３３１、３３２、３３３、３３４、３３６
、３３７及び３３８のそれぞれは、共通の厚みを有する。また、層３３５は、図４の他の
層３３０、３３１、３３２、３３３、３３４、３３６、３３７及び３３８に比して厚みの
厚い単一層として認識されるが、いくつかの例では、層３３５は、共通の厚みを有する複
数の層からなり、これらはともに連結されて集合層３３５をなすものと理解される。
【００４０】
　各層３３０、３３１、３３２、３３３、３３４、３３５、３３６、３３７及び３３８の
配置を正確に規定し、そして層をともに配置することにより、結果として得られる本体部
３０２は、極めて正確な構造を画定することができる。たとえば、凹部３０４の境界は正
確に画定され、それにより、その凹部内に取り付けられる圧力センサのそれらを整合させ
ることができる。この点に関し、図３に例示する実施形態は、凹部３０４の一部３０６と
部分３０８との間に延びる、角のある表面からなるテーパ状の遷移を示す。いくつかの例
では、テーパ状の遷移は、層３３７及び３３８により画定されるが、部分３０６の表面は
、層３３６により画定される。そのため、いくつかの実施形態では、各層の製造において
ミクロンレベルの正確性を可能にする製造技術が用いられ、それにより、本体部３０２の
得られる構造におけるミクロンレベルの正確性を実現することができる。（たとえば、血
管を通過する血管内装置の湾曲からの）検出素子への外力の伝達は、検出素子の得られる
測定値の誤差をもたらし得るが、本体部３０２の正確性の向上は、そのような外力の伝達
を制限するために必要な構造支持が、取り付け構造の最小のサイズを通じて達成されるこ
とを可能にする。本開示の複数層構造を用いることができる取り付け構造３００のサイズ
の縮小の結果として、血管内装置の遠位部の全体の柔軟性は向上し、このことは、血管内
装置のより良好な操縦性及びコントロールにつながる。
【００４１】
　いくつかの例では、取り付け構造３００及び、本出願の他の取り付け構造は、次のステ
ップの一以上を用いて製造される。初期ステップとして、取り付け構造の本体部３０２の
ための構造設計が構築される。この点に関し、本体部３０２の構造設計は、ガイドワイヤ
ー径、検出素子の特性（たとえば、タイプ、サイズ、形状、必要な通信回線等）、ガイド
ワイヤーの必要な柔軟性、コアワイヤーの連結部、ハイポチューブ特性、取り付け構造の
必要な剛性、及び／又は、取り付け構造に関する構成、及び／又は、ガイドワイヤーの関
連するコンポーネントの検討を考慮する。構造設計に基いて、本体部３０２は、複数層の
個々の材料層に分離される。この点に関し、各層は、全体の構造設計に基き、規定された
二次元形状を有する。複数層の各層の厚みは、全体の構造設計に基いて決定される。上述
したように、複数層の層は、共通の厚み、異なる厚み、及び／又はその組合せを有する。
いくつかの例では、各層の厚みは、約５μｍと約２５μｍの間である。複数の層に分離さ
れた構造設計では、装置の一以上のコピーが、ウェハ上に配置される。装置のサイズに応
じて、１０から１００、１０００に至る装置のレイアウトは、単一のウェハ上に配置する
ことができる。フォトマスクは、いくつかの例では、各層に製造される。ウェハレイアウ
トが設置されてフォトマスクの準備ができると、犠牲層（たとえば銅）が、ウェハ（たと
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えばセラミックウェハ）上に電気めっきされる。当業者に理解されるように、犠牲層は、
製造した取り付け構造をウェハから剥離させる加工プロセスの最後に除去される（たとえ
ばエッチングされる）。蒸着した犠牲層で、ウェハにフォトレジストの正確な厚みが適用
される。そして、フォトレジストの上部には、適切なフォトマスクが配置される。この点
において、取り付け構造３００は、層３３０から始めて層３３８に向かうことによって形
成され、又は、層３３８から始めて層３３０に向かうことにより形成されることができる
。従って、形成の順序に応じて、適切なフォトマスクが用いられる。フォトマスクは、フ
ォトレジストの表面上にパターンを形成するため、紫外線に晒される。
【００４２】
　フォトレジスト上にパターンを形成した状態で、ウェハは、電着セル又はチャンバー内
に配置される。電着セル又はチャンバーは、パターンに従って、金属イオンの蒸着をもた
らす。この点に関し、使用される金属イオンは、得られる取り付け構造に必要な金属に依
存する。いくつかの例では、金属は、パラジウム、ニッケル－コバルト合金（一の実施形
態では８０％ニッケル、２０％コバルト）、及び／又は、他の適切な金属である。金属層
が蒸着した状態で、フォトレジストは除去されるとともに、犠牲材料（たとえば銅）は、
フォトレジストが除去されたところに蒸着される。犠牲材料は、本体部の層の間の任意の
間隙を満たし、次の層の形成のための安定した導電構造の役割を果たす。蒸着金属及び犠
牲層はその後、本体部のその層に必要な厚みに平坦化される。平坦化プロセスは、層が、
所望の厚み、平坦性、取り付け構造の形成に必要な平行表面を有するものとなることを保
証する。いくつかの実施形態では、平坦化プロセスは、そのような構成を２ミクロン内に
制御する。フォトレジストの適用、フォトマスクを用いるパターニング、パターン内への
金属の蒸着、フォトレジストの除去、犠牲材料の適用、平坦化のプロセスは、本体部の各
層で繰り返される。この点に関し、本開示の取り付け構造は一般に、６層と１５層の間の
層を有するが、いくつかの実施形態は、それによりも多い、又は少ない層を有することが
できる。全ての層が形成されると、全ての犠牲層は除去され、得られた装置を画定して、
それをウェハから解放する。いくつかの特定の実施形態では、本開示の取り付け構造は、
カナダのバンナイズに営業所を有するマイクロファブリカ（登録商標）により製造される
。
【００４３】
　次に図５～７を参照するに、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造３５
０が示されている。先に詳細に説明したように、取り付け構造の長さに沿って延びるコア
とともに使用するための取り付け構造３００とは異なり、取り付け構造３５０は、二個の
コア、特に、取り付け構造から近位側に延びる近位コア及び、取り付け構造から遠位側に
延びる遠位コアとともに使用するべく構成される。従って、取り付け構造３５０が、上述
した血管内装置２００の取り付け構造２１８として用いられるいくつかの実施形態では、
遠位コア２１４及び近位コア２２６はそれぞれ、遠位側及び近位側で取り付け構造３５０
に連結される。
【００４４】
　図示のように、取り付け構造３５０は、様々な構造的特徴を有する本体部３５２を含み
、それにより、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を容易なものとする。たとえば
、本体部３５２は、血管内装置の検出コンポーネントを受容するべく構成された凹部３５
４を含む。図示の実施形態では、凹部３５４は特に、圧力検出素子とともに用いることに
適している。この点に関し、凹部３５４は、部分３５６及び部分３５８を含む。部分３５
６は、部分３５８より広い形状を有する。従って、いくつかの実施においては、部分３５
６は、圧力検出素子の本体部分を受け入れるサイズ及び形状を有するが、部分３５８は、
圧力検出素子の可動部分の一部（たとえば、圧力検出ダイヤフラムを含む片持ち構造）を
受け入れるサイズ及び形状を有する。いくつかの例では、部分３５８は、本体部３５２の
上面（図５及び６にて示すように）に対し、部分３５６よりも大きな距離で窪む。そのよ
うな構成は、ダイヤフラム又は他の圧力検出部を、凹部３５８内に表向きで及び／又は裏
向きで配置することを可能にする。他の例では、部分３５６及び３５８は、本体部３５２
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の上面に対して同じ深さを有する。本体部３５２はまた、凹部３５４の近位側で本体部の
近位部３６２に隣接する凹部３６０を含む。いくつかの例では、凹部３６０は、凹部３５
４内に取り付けられた検出素子への導体の接続を容易なものとするサイズ及び寸法を有す
る。たとえば、いくつかの実施においては、三重巻きの導体は、凹部３６０内に、かつそ
れに沿って導体を配置することにより、凹部３５４内に着座した圧力検出素子に接続され
る。本体部３５２は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他の構成のような、ガイドワイヤ
ーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成された近位部３６２とは逆側の遠位部３
６４を含む。
【００４５】
　図６及び７に示すように、近位コア３７０は、本体部３５２の近位部３６２に連結され
る。図示の実施形態では、コア３７２は、遠位端３７２と、遠位端（図７に示す）に対し
て径もしくは外形を減少させた遠位端３７２から近位側に延びる箇所３７４と、箇所３７
４から近位側に延びる箇所３７６とを含む。図示のように、箇所３７６は、箇所３７４に
対して大きな径もしくは外形を有する。いくつかの実施形態では、箇所３７６及び遠位端
３７２は、同じ、又は実質的に同等の径もしくは外形を有する。図示の実施形態では、コ
ア３７０は、箇所３７４と各遠位端３７２と箇所３７６との間に、テーパ状の遷移を含む
。しかしながら、他の実施形態では、遷移は階段状である。コア３７０は、取り付け構造
３５０の近位部３６２内に画定された凹部もしくは開口部３７８を介して、本体部３０２
に取り付けられる。この点に関し、凹部もしくは開口部３７８は、取り付け構造３５０の
長さに沿って、本体部３５２の近位端部から遠位側に延びる。いくつかの実施形態では、
凹部もしくは開口部３７８は、凹部もしくは開口部３７８内に配置されたコアが、取り付
け構造３５０及び／又は、内部に取り付け構造を設けるガイドワイヤーの中央縦軸と同軸
に配置されるように構成される。他の例では、凹部もしくは開口部は、凹部もしくは開口
部３７８が、取り付け構造３５０及び／又は、内部に取り付け構造を設けるガイドワイヤ
ーの中央縦軸に対してずれるように構成される。図示の実施形態では、開口部３７８は、
コア３７０が、図６及び７から解かるように、取り付け構造３５０の中央縦軸に対して、
下方向に僅かにずれるように構成されている。
【００４６】
　図７に示すように、凹部もしくは開口部３７８は、部分３８０及び部分３８２を含む。
部分３８２は、本体部３０２の近位端部から部分３８０へ遠位側に延びる。図示のように
、部分３８０は、部分３８２に対して大きな径もしくは外形を有する。この点において、
凹部もしくは開口部３７８及び、特に部分３８０、３８２は、コアワイヤーと連結するサ
イズ及び形状を有する。たとえば、図示の実施形態では、部分３８０は、コア３７０の遠
位端３７２と連結するサイズ及び形状を有するが、部分３８２は、遠位端３７２がそれを
通って部分３８０に至るとともに、コアが凹部もしくは開口部３７８内に着座すると、コ
アの箇所３７４と連結することを許容するサイズ及び形状を有する。この点において、コ
ア３７０は、いくつかの例では、半田３８４を用いて、凹部もしくは開口部３７８内の所
定の位置に固定して取り付けられる。この点に関し、部分３８０を満たす半田３８４は、
遠位端及び関連する半田が、凹部もしくは開口部３７８の部分３８２を通過できないよう
に、コア３７０の遠位端３７２に固着し、それにより、機械的及び／又は化学的に、コア
３７０を取り付け構造３５０に取り付けることができる。他の例では、接着剤及び／又は
、コア３７０を本体部３５２に固定するための他の適切な技術が用いられる。凹部もしく
は開口部３７８の形状、サイズ及び向きは、異なるコア形状、サイズ及び材料を含む異な
るタイプのコアに適合するように変更することができる。従って、たとえば、凹部もしく
は開口部３７８は、一定の形状、一以上の階段状の遷移、一以上のテーパ状の遷移及び／
又は、必要に応じた他の変更を有するものとすることができる。また、遠位コアを本体部
３５２の遠位部３６４に接続するため、同様のアプローチが用いられると理解される。
【００４７】
　一般に、取り付け構造３５０の本体部３５２は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍ
の間の最大高さ、約０．２８ｍｍと約０．５０ｍｍの間の最大幅、約１．５ｍｍと約２．
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２ｍｍの間の長さを有する。また、図示の実施形態では、取り付け構造３５０の側部は、
図６に示すように、全体が丸い、又はアーチ状の形状を有する。この点に関し、丸い／ア
ーチ状の側の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造３５０が組み込まれるガイドワ
イヤーの所望の外径（たとえば、０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決定される。
本体部３５２の丸い／アーチ状の形状は、いくつかの例では、本体部３５２を構成する複
数層の隣接する材料層の幅を変化させることにより、階段状の方法で画定される。この点
に関し、本体部３５２は、いくつかの実施形態では、取り付け構造３００に関して先に詳
細に述べたように、複数層の材料層で構成される。また、各層の配置を正確に規定し、そ
して層をともに構成することにより、その結果として得られる本体部３５２は、構造支持
をもたらすとともに、ガイドワイヤーの他のコンポーネントと連結するべく構成された極
めて正確な構造を画定することができる。そのため、いくつかの実施形態では、各層（先
に述べた層等）の製造におけるマイクロレベルの正確性を可能にするとともに、それによ
って、本体部３５２の得られる構造におけるマイクロレベルの正確性をもたらす製造技術
が用いられる。（たとえば、血管を通る血管内装置の湾曲からの）検出素子への外力の伝
達は、検出素子の得られる測定値の誤差を引き起こし得るが、本体部３５２の正確性の向
上は、そのような外力の伝達を制限するために必要な構造支持が、取り付け構造の最小の
サイズを通じて達成されることを可能にする。本開示の複数の層を用いることができる取
り付け構造３５０のサイズの縮小の結果として、血管内装置の遠位部の全体の柔軟性を向
上させることができ、これは、血管内装置のより良好な操縦性及びコントロールをもたら
す。
【００４８】
　次に図８及び９を参照するに、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造４
００が示されている。以下に詳細に説明するように、取り付け構造４００は、ハイポチュ
ーブ、コイル及び／又は、取り付け構造を少なくとも部分的に取り囲む他の要素と連結さ
れるとともに、それに取り付けられるべく構成される。従って、たとえば、取り付け構造
４００が、上述した血管内装置２００の取り付け構造２１８として用いられるいくつかの
実施形態では、取り付け構造は、フレキシブル要素２２４及び／又はフレキシブル要素２
１０に取り付けられる。取り付け構造４００はまた、いくつかの実施形態では、近位コア
及び／又は遠位コアに取り付けられる。
【００４９】
　図示のように、取り付け構造４００は、様々な構造的特徴を有する本体部４０２を含み
、それにより、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を容易にすることができる。た
とえば、本体部４０２は、血管内装置の検出コンポーネントを受け入れるべく構成された
凹部４０４を含む。図示の実施形態では、凹部４０４は特に、圧力検出素子とともに用い
ることに適している。この点に関し、凹部４０４は、部分４０６及び部分４０８を含む。
部分４０６は、部分４０８よりも広い形状を有する。従って、いくつかの実施においては
、部分４０６は、圧力検出素子の本体部分を受け入れるサイズ及び形状を有し、この一方
で、部分４０８は、圧力検出素子の可動部分の一部（たとえば、圧力検出ダイヤフラムを
含む片持ち構造）を受け入れるサイズ及び形状を有する。いくつかの例では、部分４０８
は、本体部４０２の上面（図８に示す）に対し、部分４０６よりも大きな距離で窪む。そ
のような構成は、ダイヤフラム又は他の圧力検出部を、凹部４０８内に表向きで及び／又
は裏向きで配置することを可能にする。他の例では、部分４０６及び４０８は、本体部４
０２の上面に対して同じ深さを有する。本体部４０２はまた、凹部４０４の近位側で、本
体部の近位部３１６に隣接する凹部４１０、４１２及び４１４を含む。図８に示すように
、凹部４１４は、本体部４０２の上面に対し、凹部４１２よりも大きな距離で窪むが、凹
部４１２は、本体部４０２の上面に対し、凹部４１０よりも大きな距離で窪む。いくつか
の例では、凹部４１４は、本体部４０２への近位コアの接続を円滑なものとするサイズ及
び形状を有する。いくつかの例では、凹部４１２は、本体部４０２から、ハイポチューブ
又は、本体部の近位部に連結される他の管状構造の内腔内への三重巻き及び／又は他のタ
イプの通信ケーブルの通路を円滑なものとするサイズ及び形状を有する。いくつかの例で
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は、凹部４１０は、凹部４０４内に取り付けられた検出素子への導体の接続を円滑なもの
とするサイズ及び形状を有する。たとえば、いくつかの実施においては、三重巻きの導体
は、導体を凹部４１０内に、かつそれに沿って配置することにより、凹部４０４内に着座
した圧力検出素子に接続される。本体部４０２は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他の
構成のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結されるべく構成された近
位部４１６の逆側の遠位部４１８を含む。
【００５０】
　一般に、取り付け構造４００の本体部４０２は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍ
の間の最大高さ、約０．２８ｍｍと約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約１．５ｍｍと
約２．２ｍｍの間の長さを有する。また、図示の実施形態では、取り付け構造４００の側
部は、図９に示すように、全体が丸い、又はアーチ状の形状を有する。この点に関し、丸
い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造４００が組み込まれる
ガイドワイヤーの所望の外径（たとえば０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決定さ
れる。本体部４０２の丸い／アーチ状の形状は、いくつかの例では、本体部４０２を構成
する複数層の隣接する材料層の幅を変化させることにより、段階的な方法で画定される。
この点に関し、本体部４０２は、いくつかの実施形態では、取り付け構造３００に関して
先に詳細に説明したように、複数層の材料層で構成される。また、各層の配置を正確に規
定し、そして層をともに構成することにより、結果として得られる本体部４０２は、構造
支持をもたらすとともに、ガイドワイヤーの他のコンポーネントと連結するべく構成され
た極めて正確な構造を画定することができる。そのため、いくつかの実施形態では、（上
述したもののように）各層の製造におけるマイクロレベルの正確性を可能にするとともに
、それによって、本体部４０２の得られる構造におけるマイクロレベルの正確性をもたら
す製造技術が用いられる。（たとえば、血管を通る血管内装置の湾曲からの）検出素子へ
の外力の伝達は、検出素子の得られる測定値の誤差を引き起こし得るが、本体部４０２の
正確性の向上は、そのような外力の伝達を制限するために必要な構造支持が、取り付け構
造の最小のサイズを通じて達成されることを可能にする。本開示の複数の層構成を用いる
ことができる取り付け構造４００のサイズの縮小の結果として、血管内装置の遠位部の全
体の柔軟性を向上させることができ、このことは、血管内装置のより良好な操縦性及びコ
ントロールをもたらす。
【００５１】
　次に図１０～２３を参照すると、ここでは、本開示に従う取り付け構造の更なる例示的
な実施形態が示されている。この点に関し、図１０～２３の取り付け構造は、取り付け構
造３００、３５０及び４００に関して上述した多くの特徴を組み込み、同様の技術を用い
て製造することができる。従って、以下の説明は、図示の実施形態の一般的な構造に焦点
を当てる。この点において、異なる実施形態で、同様の構造的特徴を表すため、共通の符
号を用いる。また、図３～２３に例示する取り付け構造は、一定のスケールで描かれてお
り、それにより、取り付け構造の構造的な構成は一定のスケールであることに留意すべき
である。
【００５２】
　次に図１０を参照すると、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造４５０
が示されている。図示のように、取り付け構造４５０は、様々な構造的特徴を有する本体
部４５２を含み、それにより、ガイドワイヤー等の、血管内装置の他のコンポーネントと
の連結を円滑なものとすることができる。たとえば、本体部４５２は、血管内装置の検出
コンポーネントを受け入れるべく構成された上面から延びる凹部４５４を含む。図示の実
施形態では、凹部４５４は特に、圧力検出素子とともに用いることに適している。この点
において、凹部４５４は、部分４５６及び部分４５８を含む。部分４５６は、部分４５８
よりも広い形状を有する。従って、いくつかの実施においては、部分４５６は、圧力検出
素子の本体部分を受け入れるサイズ及び形状を有するが、部分４５８は、圧力検出素子の
可動部分の一部（たとえば、圧力検出ダイヤフラムを含む片持ち構造）を受け入れるサイ
ズ及び形状を有する。いくつかの例では、部分４５８は、本体部４５２の上面に対し、部
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分４５６よりも大きな距離で窪む。そのような構成は、ダイヤフラム又は他の圧力検出部
を、凹部４５８内に表向きで及び／又は裏向きで配置することを可能にする。他の例では
、部分４５６及び４５８は、本体部４５２の上面に対し、同じ深さを有する。
【００５３】
　本体部４５２はまた、本体部４５２へのコアの連結を円滑なものとするべく構成された
底面（すなわち凹部４５４の反対側）から延びる凹部もしくは開口部４６０を含む。図示
の実施形態では、凹部もしくは開口部４６０は、本体部４５２の近位端部から遠位側に延
びる取り付け構造４５０の長さに沿って延びる。いくつかの実施形態では、凹部もしくは
開口部４６０は、凹部もしくは開口部４６０内に配置されたコアが、取り付け構造４５０
及び／又は、内部に取り付け構造を設けるガイドワイヤーの中央縦軸と同軸に配置される
ように構成される。他の例では、凹部もしくは開口部は、凹部もしくは開口部４６０内に
配置されたコアが、取り付け構造４５０及び／又は、内部に取り付け構造を設けるガイド
ワイヤーの中央縦軸に対してずれるように構成される。図示のように、凹部もしくは開口
部４６０は、部分４６２及び４６４を含む。部分４６２は、本体部４５２の近位端部から
部分４６４へ遠位側に延びる。図示のように、部分４６４は、部分４６２に対して大きな
径もしくは外形を有する。この点に関し、凹部もしくは開口部４６０及び、特に、部分４
６２、４６４は、コアワイヤーと連結するサイズ及び形状を有する。たとえば、いくつか
の例では、部分４６４は、コアの遠位端と連結するサイズ及び形状を有するが、部分４６
２は、遠位端がそこを通って部分４６４に至ることを可能にするサイズ及び形状を有する
。この点に関し、コアは、いくつかの例では、半田、接着剤及び／又は他の適切な技術を
用いて、凹部もしくは開口部４６０内で所定の位置に固定して取り付けられる。従って、
本体部４５２の近位部４６６は、コア及び／又は、検出素子の近位側に配置されたガイド
ワイヤーの他のコンポーネントと連結するべく構成される。本体部４５２は、遠位コア、
遠位コイル及び／又は他の構成のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連
結するべく構成された近位部４６６とは逆側の遠位部４６８を含む。
【００５４】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内に用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造４５０の本体部４５２は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約
０．２８ｍｍと約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍの間の
長さを有し、いくつかの特定の実施形態は、約０．２ｍｍの最大高さ及び、約０．２９５
ｍｍの最大幅を有する。このような寸法は、大きな、もしくは小さな径のガイドワイヤー
用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態では、取
り付け構造４５０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状（図示しないが、取り
付け構造３００、３５０及び４５０に関する上記の例を参照）を有する。この点に関し、
丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造４５０が組み込まれ
るガイドワイヤーの所望の外径（たとえば、０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決
定される。本体部４５２の丸い／アーチ状の形状は、いくつかの例では、本体部４５２を
構成する複数層の隣接する材料層の幅を変化させることにより、段階的な方法で画定する
ことができる。この点において、本体部４５２は、いくつかの実施形態では、先に詳細に
述べたように、複数層の材料層で構成される。
【００５５】
　次に図１１を参照するに、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造４７０
が示されている。図示のように、取り付け構造４７０は、近位部４７４、遠位部４７６及
び、血管内装置のガイドワイヤー等の他のコンポーネントとの連結を円滑にするための様
々な構造的特徴を有する本体部４７２を含む。たとえば、本体部４７２は、上述したよう
な部分４５６及び４５８を有する凹部４５４を含む。本体部４７２はまた、上述したよう
な本体部４７２へのコアの連結を円滑にするべく構成された底部（すなわち、凹部４５４
の反対側）から延びる凹部もしくは開口部４６０を含む。従って、本体部４７２の近位部
４７４は、コア及び／又は、検出素子の近位側に配置されたガイドワイヤーの他のコンポ
ーネントと連結するべく構成される。
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【００５６】
　本体部の遠位部４７６は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他の構成のような、ガイド
ワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成される。図示の実施形態では、本
体部４７２の遠位部４７６は、本体部４７２への遠位コアの連結を円滑にするべく構成さ
れた底部（すなわち、凹部４５４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部４８０を含
む。図示のように、凹部もしくは開口部４８０は、部分４８２及び部分４８４を含む。部
分４８２は、本体部４７２の遠位端部から部分４８４へ近位側に延びる。図示のように、
部分４８４は、部分４８２に対して大きな径もしくは外形を有する。この点に関し、凹部
もしくは開口部４８０及び、特に部分４８２、４８４は、コアワイヤーと連結するサイズ
及び形状を有する。たとえば、いくつかの例では、部分４８４は、コアの近位端と連結す
るサイズ及び形状を有するが、部分４８２は、近位端がそこを通って部分４８４に至るこ
とを可能にするサイズ及び形状を有する。この点に関し、コアは、いくつかの例では、半
田、接着剤及び／又は他の適切な技術を用いて、凹部もしくは開口部４８０内で所定の位
置に固定して取り付けられる。
【００５７】
　外形が０．０１４”のガイドワイヤー内に用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造４７０の本体部４７２は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約
０．２８ｍｍと約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍの間の
長さを有し、いくつかの特定の実施形態は、約０．２ｍｍの最大高さ、及び、約０．２９
５ｍｍの最大幅を有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイドワイ
ヤー用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態では
、取り付け構造４７０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状（図示しないが、
取り付け構造３００、３５０及び４５０に関する上記の例を参照）を有する。この点に関
し、丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造４７０が組み込
まれるガイドワイヤーの所望の外径（たとえば、０．０１４”、０．０１８”等）に基い
て決定される。本体部４７２の丸い／アーチ状の形状は、いくつかの例では、本体部４７
２を構成する複数層の隣接する材料層の幅を変化させることにより、段階的な方法で画定
される。この点に関し、本体部４７２は、いくつかの実施形態では、先に詳細に説明した
ように、複数層の材料層で構成される。
【００５８】
　次に図１２を参照すると、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造４９０
が示されている。この点において、取り付け構造４９０は、多くの点で図１０の取り付け
構造４５０と類似している。しかしながら、取り付け構造４９０は、単一の本体部構造の
代わりに、より狭いブリッジもしくはリンクにより分離された三つの本体部分を含む。特
に、取り付け構造４９０は、中央本体部４９２、近位部４９６に隣接する近位本体部４９
４及び、遠位部５００に隣接する遠位本体部４９８を含む。中央本体部４９２は、血管内
装置の検出コンポーネントを受け入れるべく構成された上面から延びる凹部４５４を含む
。また、近位本体部４９４は、底面（すなわち、凹部４５４とは反対側）から延びて、取
り付け構造４９０へのコアの連結を円滑なものとする凹部もしくは開口部４６０を含む。
そしてまた、遠位本体部４９８は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他の構成のような、
ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成される。
【００５９】
　図示のように、近位本体部４９４は、ブリッジ５０２により中央本体部４９２に接続さ
れるが、遠位本体部４９８は、ブリッジ５０４により中央本体部４９２に接続される。図
示のように、ブリッジ５０２、５０４は、近位本体部４９４、中央本体部４９２及び遠位
本体部４９６に対して縮小した形状を有する。この点に関し、いくつかの実施においては
、ブリッジ５０２、５０４は、近位本体部４９４、中央本体部４９２及び遠位本体部４９
６よりも少ない層数の材料層により画定される。いくつかの実施形態では、ブリッジ５０
２、５０４は、血管内装置内で使用されるコアワイヤーのサイズと同程度の外径もしくは
外形（たとえば、他の幾何学的又は非幾何学的な断面形状）を有する。従って、いくつか
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の実施形態では、ブリッジ５０２、５０４は、約０．０７５ｍｍと約０．１２５ｍｍとの
間の外径もしくは外形を有する。また、いくつかの実施形態では、ブリッジ５０２、５０
４は、取り付け構造４９０の縦軸に沿う長さが、約０．１ｍｍと約０．５ｍｍの間である
。ブリッジ５０２、５０４は、実質的に同様の構造的形状を有するものとして示されてい
るが、他の実施形態では、ブリッジ５０２、５０４のそのような形状及び／長さは異なる
ことに留意すべきである。いくつかの実施形態では、ブリッジ５０２、５０４は、近位本
体部４９４、中央本体部４９２及び遠位本体部４９６に一体に形成される。他の実施形態
では、ブリッジ５０２、５０４は、近位本体部４９４、中央本体部４９２及び遠位本体部
４９６に分離して形成されて、それらに固定して取り付けられる。
【００６０】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造４９０は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約０．２８ｍｍと
約０．５０ｍｍの間の最大幅、約０．１６ｍｍと約０．２７ｍｍの間の長さを有し、特定
の実施形態は、約０．２２５ｍｍの最大高さ、約０．２９５ｍｍの最大幅、約１．８ｍｍ
の長さを有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイドワイヤー用に
、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態では、取り付
け構造４９０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図示しないが、
取り付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点に関し、丸い
／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造４９０が組み込まれるガ
イドワイヤーの所望の外径（たとえば０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決定され
る。
【００６１】
　次に図１３を参照すると、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造５１０
が示されている。この点に関し、取り付け構造５１０は多くの点で、図１１の取り付け構
造４７０に類似している。しかしながら、取り付け構造５１０は、単一の本体部構造の代
わりに、より狭いブリッジもしくはリンクにより分離された三つの本体部分を含む。特に
、取り付け構造５１０は、中央本体部５１２、近位部５１６に隣接する近位本体部５１４
及び、遠位部５２０に隣接する遠位本体部５１８を含む。中央本体部５１２は、血管内装
置の検出コンポーネントを受け入れるべく構成された上面から延びる凹部４５４を含む。
また、近位本体部５１４は、取り付け構造５１０へのコアの連結を円滑なものとするべく
構成された底面（すなわち、凹部４５４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部４６
０を含む。そしてまた、遠位本体部５１８は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他の構成
のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成され、底面（凹
部４５４の反対側）から延びる凹部もしくは開口部４８０を含む。図示のように、近位本
体部５１４は、ブリッジ５０２により中央本体部５１２に接続されるが、遠位本体部５１
８は、ブリッジ５０４により中央本体部５１２に接続される。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ５０２、５０４は、血管内装置内で用いられるコア
ワイヤーと同程度の外径もしくは外形（たとえば、他の幾何学的もしくは非幾何学的な断
面形状）を有する。従って、いくつかの実施形態では、ブリッジ５０２、５０４は、約０
．０７５ｍｍと約０．１２５ｍｍの間の外径もしくは他の外形を有する。また、いくつか
の実施形態では、ブリッジ５０２、５０４は、取り付け構造の縦軸に沿う長さが、約０．
１ｍｍと約０．５ｍｍの間である。この点に関し、図１２及び１３のブリッジ５０２、５
０４は、約０．１７５ｍｍの長さを有し、この一方で、図１４には、取り付け構造５１０
と実質的に同じであるが、ブリッジ５３２、５３４が約０．５ｍｍの長さに長くした取り
付け構造５３０を示す。ブリッジ５０２、５０４は、実質的に同じ構造的形状を有するも
のとして示されているが、他の実施形態では、ブリッジ５０２、５０４のそのような外形
及び／又は長さが異なることに留意すべきである。いくつかの実施形態では、ブリッジ５
０２、５０４は、（たとえば、より少ない層数の材料層を用いて）近位本体部４９４、中
央本体部４９２及び遠位本体部４９６と一体に形成される。他の実施形態では、ブリッジ
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５０２、５０４は、近位本体部４９４、中央本体部４９２及び遠位本体部４９６と分離さ
せて形成されて、それらに固定して取り付けられる。
【００６３】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造５１０は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約０．２８ｍｍと
約０．５０ｍｍの間の最大幅、約０．１６ｍｍと約２．７ｍｍの間の長さを有し、一の特
定の実施形態は、約０．２２５ｍｍの最大高さ、約０．２９５ｍｍの最大幅、約２．４５
ｍｍの長さを有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイドワイヤー
用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態では、取
り付け構造５１０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図示しない
が、取り付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点に関し、
丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造５１０が組み込まれ
るガイドワイヤーの所望の外径（たとえば、０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決
定される。
【００６４】
　次に図１５を参照するに、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造５５０が示されて
いる。図示のように、取り付け構造５５０は、本体部５５２、近位部５５４及び遠位部５
５６を含み、これは、ガイドワイヤー等の、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を
円滑にするための様々な構造的特徴を含む。たとえば、本体部５５２は、血管内装置の検
出コンポーネントを受け入れるべく構成された上面からの延びる凹部４５４を含む。本体
部５５２はまた、本体部５５２へのコアの連結を円滑にするべく構成された底面（すなわ
ち、凹部４５４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部５６０を含む。図示の実施形
態では、凹部もしくは開口部５６０は、取り付け構造５５０の長さに沿って、本体部５５
２の近位端部から遠位側へ延びる。いくつの実施形態では、凹部もしくは開口部５６０は
、凹部もしくは開口部５６０内に配置されたコアの大部分が、取り付け構造５５０及び／
又は、内部に取り付け構造を設けるガイドワイヤーの中央縦軸と同軸に配置されるように
構成される。他の例では、凹部もしくは開口部は、取り付け構造５５０及び／又は、内部
に取り付け構造を設けるガイドワイヤーの中央縦軸に対してずれるように構成される。図
示のように、凹部もしくは開口部５６０は、一般に中央部５６６と互いに並んで配置され
た近位部５６２及び遠位部５６４と、近位部５６２、遠位部５６４の間に、それらに対し
てずれて配置された中央部５６６とを含む。この点に関し、中央部５６６は、近位部５６
２及び遠位部５６４と連結される。図示のように、部分５６２は、本体部５５２の近位端
部から部分５６６へ遠位側に延び、これは、部分５６４に遠位側に連続する。凹部もしく
は開口部５６０及び、特に部分５６２、５６４及び５６６は、コアワイヤーと連結するサ
イズ及び形状である。いくつかの例では、凹部もしくは開口部５６０は、近位コアの遠位
端と連結するサイズ及び形状である。この点に関し、コアは、いくつかの例では、半田、
接着剤及び／又は他の適切な技術を用いて、凹部もしくは開口部５６０内で所定の位置に
固定して取り付けられる。この点に関し、中央部５６６のずれは、いくつかの例では、半
田、接着剤及び／又は他の適切な結合技術を用いて、機械的ロック構成をもたらす。また
、いくつかの例では、近位部５６２と遠位部５６４との間の遷移は、コアと取り付け構造
５５０との間の機械的連結をより円滑にするため、コアの遠位端における一以上の湾曲を
与える。この点に関し、図示のスロット設計は、張力からのロック性能だけでなく、湾曲
部が良好なねじり力の伝達を確保することをもたらす。従って、本体部５５２の近位部５
５４は、コア及び／又は、検出素子の近位側に配置されるガイドワイヤーの他のコンポー
ネントと連結するべく構成される。本体部５５２の遠位部５５６は、遠位コア、遠位コイ
ル及び／又は他の構成のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべ
く構成される。
【００６５】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造５５０の本体部５５２は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約
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０．２８ｍｍと約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍとの間
の長さを有し、いくつかの特定の実施形態は、約０．２ｍｍの最大高さ、及び、約０．２
９５ｍｍの最大幅を有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイドワ
イヤー用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態で
は、取り付け構造５５０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図示
しないが、取り付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点に
関し、丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造５５０が組み
込まれるガイドワイヤーの所望の外径（たとえば０．０１４”、０．０１８”等）に基い
て決定される。本体部５５２の丸い／アーチ状の形状は、いくつかの例では、本体部５５
２を構成する複数層の隣接する材料層の幅を変化させることにより、段階的な方法で画定
される。この点に関し、本体部５５２は、上記のいくつかの実施形態で詳細に説明したよ
うに、複数層の材料層で構成される。
【００６６】
　次に図１６を参照するに、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造５７０
が示されている。図示のように、取り付け構造５７０は、近位部５７４、遠位部５７６及
び、ガイドワイヤーのような、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を円滑にする様
々な構造的特徴を有する本体部５７２を含む。たとえば、本体部５７２は、先述したよう
な部分４５６及び部分４５８を有する凹部４５４を含む。本体部５７２はまた、先述した
ように本体部５７２へのコアの連結を円滑にするべく構成された底部（すなわち、凹部４
５４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部５６０を含む。従って、本体部５７２の
近位部５７４は、コア及び／又は、検出素子の近位側に配置されたガイドワイヤーの他の
コンポーネントと連結するべく構成される。本体部の遠位部５７６は、遠位コア、遠位コ
イル及び／又は他の構成のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結する
べく構成される。図示の実施形態では、本体部５７２の遠位部５７６は、本体部５７２へ
の遠位コアの連結を円滑にするべく構成された底面（すなわち、凹部４５４とは反対側）
から延びる凹部もしくは開口部４８０を含む。
【００６７】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造５７０の本体部５７２は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約
０．２８ｍｍと約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍの間の
長さを有し、いくつかの特定の実施形態は、約０．２ｍｍの最大高さ及び約０．２９５ｍ
ｍの最大幅を有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイドワイヤー
用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態では、取
り付け構造５７０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図示しない
が、取り付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点に関し、
丸い／アーチ状の側の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造が組み込まれるガイド
ワイヤーの所望の外径（たとえば０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決定される。
本体部５７２の丸い／アーチ状の形状は、いくつかの例では、本体部５７２を構成する複
数層の隣接する材料層の幅を変化させることにより、段階的な方法で画定される。この点
に関し、本体部５７２は、上記のいくつかの実施形態で詳細に説明したように、複数層の
材料層で構成される。
【００６８】
　次に図１７を参照すると、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造５９０
が示されている。この点に関し、取り付け構造５９０は、多くの点で、取り付け構造５５
０に類似している。しかしながら、取り付け構造５９０は、単一の本体部構造の代わりに
、より狭いブリッジもしくはリンクにより分離された三つの本体部分を含む。特に取り付
け構造５９０は、中央本体部５９２、近位部５９６に隣接する近位本体部５９４及び、遠
位部６００に隣接する遠位本体部５９８を含む。中央本体部５９２は、血管内装置の検出
コンポーネントを受け入れるべく構成された上面から延びる凹部４５４を含む。また、近
位本体部５９４は、取り付け構造５９０へのコアの連結を促進させるべく構成された底部
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（すなわち、凹部４５４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部５６０を含む。そし
てまた、遠位本体部５９８は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他の構成のような、ガイ
ドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成される。図示のように、近位本
体部５９４は、ブリッジ５０２により中央本体部５９２に接続されるが、遠位本体部５９
８は、ブリッジ５０４により中央本体部５９２に接続される。
【００６９】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造５９０は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約０．２８ｍｍと
約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約０．１６ｍｍと約２．７ｍｍの間の長さを有し、
一の特定の実施形態は、約０．２２５ｍｍの最大高さ、約０．２９５ｍｍの最大幅及び、
約１．８ｍｍの長さを有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイド
ワイヤー用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態
では、取り付け構造５９０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図
示しないが、取り付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点
に関し、丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造５９０が組
み込まれるガイドワイヤーの所望の外径（たとえば０．０１４”、０．０１８”等）に基
いて決定される。
【００７０】
　次に図１８を参照すると、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造６１０
が示されている。この点に関し、取り付け構造６１０は、多くの点で、図１６の取り付け
構造５７０と類似している。しかしながら、取り付け構造６１０は、単一の本体部構造の
代わりに、より狭いブリッジもしくはリンクにより分離された三つの本体部分を含む。特
に取り付け構造６１０は、中央本体部６１２、近位部６１６に隣接する近位本体部６１４
及び、遠位部６２０に隣接する遠位本体部６１８を含む。中央本体部６１２は、血管内装
置の検出コンポーネントを受け入れるべく構成された上面から延びる凹部４５４を含む。
また、近位本体部６１４は、取り付け構造６１０へのコアの連結を円滑にするべく構成さ
れた底面（すなわち、凹部４５４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部５６０を含
む。そしてまた、遠位本体部６１８は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他の構成のよう
な、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成され、そして、底面（
すなわち、凹部４５４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部４８０を含む。図示の
ように、近位本体部６１４は、ブリッジ５０２により中央本体部６１２に接続されるが、
遠位本体部６１８は、ブリッジ５０４により中央本体部６１２に接続される。
【００７１】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造６１０は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約０．２８ｍｍと
約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約０．１６ｍｍと約２．７ｍｍの間の長さを有し、
一の特定の実施形態は、約０．２２５ｍｍの最大高さ、約０．２９５ｍｍの最大幅及び、
約１．８ｍｍの長さを有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイド
ワイヤー用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態
では、取り付け構造６１０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図
示しないが、取り付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点
に関し、丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造６１０が組
み込まれるガイドワイヤーの所望の外径（たとえば０．０１４”、０．０１８”等）に基
いて決定される。
【００７２】
　次に図１９～２３を参照すると、ここでは、本開示の追加的な実施形態に従う取り付け
構造が示されている。この点に関し、図１９～２３の実施形態は、多くの点で、図１０、
１１、１３、１５及び１６の実施形態のそれぞれに類似しているが、上述した凹部４５４
と比較して、検出コンポーネントとの連結のための他の凹部の設計を含む。たとえば、よ
り具体的に図１９を説明すれば、図１９には、ガイドワイヤー等の、血管内装置の他のコ
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ンポーネントとの連結を円滑にする様々な構造的特徴を有する本体部６３２を含む取り付
け構造が示されている。たとえば、本体部６３２は、血管内装置の検出コンポーネントを
受け入れるべく構成された上面から延びる凹部６３４を含む。図示の実施形態では、凹部
６３４は特に、圧力検出素子とともに用いることに適している。この点に関し、凹部６３
４は、圧力検出素子の本体部を受け入れるサイズ及び形状の平面部分である。また、図示
の実施形態では、本体部６３２は、本体部を通って上面から下面に延びる開口部６３８を
含む。いくつかの例では、ダイヤフラム及び／又は、凹部６３４内に取り付けられる圧力
検出素子の他の圧力検出部は、開口部６３８と流体連通される。いくつかの特定の実施形
態では、ダイヤフラム及び／又は、圧力検出素子の他の圧力検出部は、取り付けられた際
に、開口部６３８のすぐ上に、（裏向き（すなわち、ダイヤフラム及び／又は他の圧力検
出部が開口部６３８に面する向き）又は表向き（すなわち、ダイヤフラム及び／又は他の
圧力検出部が開口部６３８から離れる向き）で）配置される。図示のように、本体部６３
２は、近位部６４０に隣接する凹部もしくは開口部４６０を含む。凹部もしくは開口部４
６０は、本体部６３２へのコアの連結を円滑にするべく構成された底面（すなわち、凹部
６３４とは反対側）から延びる。本体部６３２はまた、遠位コア、遠位コイル及び／又は
他の構成のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成された
近位部６４０とは逆側の遠位部６４２を含む。
【００７３】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、約０．１
２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約０．２８ｍｍと約０．５０ｍｍの間の最
大幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍの間の長さを有し、いくつかの特定の実施形態
は、約０．２ｍｍの最大高さ及び、約０．２９５ｍｍの最大幅を有する。これらの寸法は
、より大きな、もしくは小さな径のガイドワイヤー用に、スケールアップもしくはダウン
することができる。また、図示の実施形態では、取り付け構造６３０の側部は、全体が丸
い、もしくはアーチ状の形状を有する（図示しないが、取り付け構造３００、３５０及び
４００に関する上記の例を参照）。この点に関し、丸い／アーチ状の側部の曲率半径もし
くは比は、内部に取り付け構造６３０が組み込まれるガイドワイヤーの所望の外径（たと
えば０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決定することができる。
【００７４】
　次に図２０を参照するに、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造６５０
が示されている。図示のように、取り付け構造６５０は、近位部６５４、遠位部６５６及
び、ガイドワイヤー等の、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を円滑にする様々な
機械的構造を有する本体部６５２を含む。たとえば、本体部６５２は、上述したような凹
部６３４及び開口部６３８を含む。本体部６５２はまた、本体部６５２へのコアの連結を
円滑にするべく構成された底面（すなわち、凹部６３４とは反対側）から延びる凹部もし
くは開口部４６０を含む。本体部の遠位部６５６は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他
の構成のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成される。
図示の実施形態では、本体部６５２の遠位部６５６は、本体部４７２への遠位コアの連結
を円滑にするべく構成された底面（すなわち、凹部６３４とは反対側）から延びる凹部も
しくは開口部４８０を含む。
【００７５】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造６５０の本体部６５２は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約
０．２８ｍｍと約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍの間の
長さを有し、いくつかの特定の実施形態は、約０．２ｍｍの最大高さ及び、約０．２９５
ｍｍの最大幅を有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイドワイヤ
ー用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態では、
取り付け構造６５０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図示しな
いが、取り付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点に関し
、丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造６５０が組み込ま



(26) JP 2015-529522 A 2015.10.8

10

20

30

40

50

れるガイドワイヤーの所望の外径（たとえば０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決
定される。
【００７６】
　次に図２１を参照すると、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造６６０
が示されている。図示のように、取り付け構造６６０は、中央本体部６６２、近位部６６
６に隣接する近位本体部６６４及び、遠位部６７０に隣接する遠位本体部６６８、並びに
、ガイドワイヤー等の、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を円滑にする様々な構
造的特徴を含む。たとえば、中央本体部６６２は、凹部６３４及び開口部６３８を含む。
近位本体部６６４は、取り付け構造６６０へのコアの連結を円滑にするべく構成された底
面（すなわち、凹部６３４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部４６０を含む。遠
位本体部６６８は、遠位本体部６６８への遠位コアの連結を円滑にするべく構成された底
面（すなわち、凹部６３４とは反対側）から延びる凹部もしくは開口部４８０を含む。図
示のように、近位本体部６６４は、ブリッジ５０２により中央本体部６６２に接続される
が、遠位本体部６６８は、ブリッジ５０４により中央本体部６６２に接続される。
【００７７】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造６６０は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約０．２８ｍｍと
約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約０．１６ｍｍと約２．７ｍｍの間の長さを有し、
一の特定の実施形態は、約０．２２５ｍｍの最大高さ、約０．２９５ｍｍの最大幅及び、
約１．８ｍｍの長さを有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイド
ワイヤー用に、スケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態
では、取り付け構造６６０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図
示しないが、取り付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点
に関し、丸い／アーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造６６０が組
み込まれるガイドワイヤーの所望の外径（たとえば０．０１４”、０．０１８”等）に基
いて決定される。
【００７８】
　次に図２２を参照すると、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造６８０
が示されている。図示のように、取り付け構造６８０は、近位部６８４及び遠位部６８６
とともに、ガイドワイヤー等の、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を円滑にする
様々な構造的特徴を有する本体部６８２を含む。たとえば、本体部６８２は、凹部６３４
及び開口部６３８を含む。本体部６８２はまた、取り付け構造６８０へのコアの連結を円
滑にするべく構成された底面（すなわち、凹部６３４とは反対側）から延びる凹部もしく
は開口部５６０を含む。本体部６８２の遠位部は、遠位コア、遠位コイル及び／又は他の
構成のような、ガイドワイヤーの遠位端のコンポーネントと連結するべく構成される。
【００７９】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造６８０は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約０．２８ｍｍと
約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍの間の長さを有し、い
くつかの特定の実施形態は、約０．２ｍｍの最大高さ及び、約０．２９５ｍｍの最大幅を
有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイドワイヤー用に、スケー
ルアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態では、取り付け構造６
８０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図示しないが、取り付け
構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点に関し、丸い／アーチ
状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造６８０が組み込まれるガイドワイ
ヤーの所望の外径（たとえば、０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決定される。
【００８０】
　次に図２３を参照すると、ここでは、本開示の他の実施形態に従う取り付け構造６９０
が示されている。図示のように、取り付け構造６９０は、近位部６９４及び遠位部６９６
とともに、ガイドワイヤー等の、血管内装置の他のコンポーネントとの連結を円滑にする
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様々な構造的特徴を有する本体部６９２を含む。たとえば、本体部６９２は、凹部６３４
及び開口部６３８を含む。本体部６９２はまた、取り付け構造６９０へのコアの連結を円
滑にするべく構成された底面（すなわち、凹部６３４とは反対側）から延びる凹部もしく
は開口部５６０を含む。本体部６９２の遠位部６９６は、本体部６９２への遠位コアの連
結を円滑にするべく構成された底面（すなわち、凹部６３４とは反対側）から延びる凹部
もしくは開口部４８０を含む。
【００８１】
　外径が０．０１４”のガイドワイヤー内で用いるいくつかの実施においては、取り付け
構造６９０は、約０．１２５ｍｍと約０．４００ｍｍの間の最大高さ、約０．２８ｍｍと
約０．５０ｍｍの間の最大幅、及び、約１．５ｍｍと約２．２ｍｍの間の長さを有し、い
くつかの特定の実施形態は、約０．２ｍｍの最大高さ及び、約０．２９５ｍｍの間の最大
幅を有する。これらの寸法は、より大きな、もしくは小さな径のガイドワイヤー用に、ス
ケールアップもしくはダウンすることができる。また、図示の実施形態では、取り付け構
造６９０の側部は、全体が丸い、もしくはアーチ状の形状を有する（図示しないが、取り
付け構造３００、３５０及び４００に関する上記の例を参照）。この点に関し、丸い／ア
ーチ状の側部の曲率半径もしくは比は、内部に取り付け構造６９０が組み込まれるガイド
ワイヤーの所望の外径（たとえば、０．０１４”、０．０１８”等）に基いて決定される
。
【００８２】
　当業者はまた、上述した装置、システム及び方法が様々な方法で改良可能であることを
認識するだろう。従って、当業者は、本開示に包含される実施形態が、上述した特定の例
示的な実施形態に限定されないと理解するだろう。この点に関し、図示の実施形態を示し
て説明したが、前述の開示に、改良、変更及び置換の広い範囲が予期される。
そのようなバリエーションは、本開示の範囲を逸脱することなしに上記のようになされ得
ると理解される。従って、添付の特許請求の範囲は、広く、かつ本開示と整合する方法に
て解釈されることが適切である。
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】
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