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(57)【要約】
　バルーンカテーテルは、長手方向に延在する細長いチ
ューブ状のシャフトであって、近位端部および遠位端部
を有するシャフトを備える。膨張可能なバルーンは、シ
ャフトの遠位端部に沿って支持されており、バルーンは
、膨張されるときに、間隔を置いて配置された第１およ
び第２の円錐形状の端部部位と、円錐形状の部位同士の
間の作用表面と、を備える。バルーンは、円錐形状の端
部部位から作用表面への移行部を識別する少なくとも１
つのＸ線不透過性のマーキングをさらに備える。また、
関連する態様が開示される。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルーンカテーテルであって、
　長手方向に延在する細長いチューブ状のシャフトであって、近位端部および遠位端部を
有するシャフトと、
　前記シャフトの前記遠位端部に沿って支持される膨張可能なバルーンであって、膨張さ
れるときに、間隔を置いて配置された第１および第２の円錐形状の端部部位と、前記円錐
形状の端部部位同士の間の作用表面と、を有するバルーンと
　を備え、
　前記バルーンは、前記円錐形状の端部部位から前記作用表面への移行部を識別する少な
くとも１つのＸ線不透過性のマーキングをさらに備える
　バルーンカテーテル。
【請求項２】
　請求項１に記載のカテーテルであって、
　前記少なくとも１つのＸ線不透過性のマーキングは、
　　前記第１の円錐形状の端部部位と前記作用表面との間の第１の移行部において、第１
のＸ線不透過性のマーキングを備え、
　　前記第２の円錐形状の端部部位と前記作用表面との間の第２の移行部において、第２
のＸ線不透過性のマーキングをさらに備える
　カテーテル。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のカテーテルであって、
　前記少なくとも１つのマーキングはストリップを備える
　カテーテル。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　ストリップの形態の複数のＸ線不透過性のマーキングをさらに備える
　カテーテル。
【請求項５】
　請求項４に記載のカテーテルであって、
　前記ストリップは、前記第１および第２の円錐形状の端部部位の間で少なくとも部分的
に長手方向に延在する
　カテーテル。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載のカテーテルであって、
　前記ストリップは環状のバンドを備える
　カテーテル。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　間隔を置いて配置された少なくとも２つのＸ線不透過性のマーキングは、
　　それぞれの円錐形状の端部部位に設けられており、
　　それぞれの円錐形状の端部部位の遠位部分および近位部分に隣接するマーキングを備
える
　カテーテル。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記バルーンは、
　　前記第１および第２の円錐形状の端部部位の間にバレル部位を備え、
　　前記バレル部位上に複数のＸ線不透過性のマーキングをさらに備える
　カテーテル。
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【請求項９】
　請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記マーキングは、
　　前記第１および第２の円錐形状の端部部位上の第１のパターンを備え、前記作用表面
上の別の第２のパターンをさらに備える
　カテーテル。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記少なくとも１つのマーキングは、パターン、ストリップ、ブランド、ロゴ、文字、
数字、単語、または、それらの組合せからなる群から選択される
　カテーテル。
【請求項１１】
　請求項１ないし請求項１０のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記識別子はスケールを備える
　カテーテル。
【請求項１２】
　請求項１ないし請求項１１のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記バルーンは薬品を備える
　カテーテル。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のカテーテルであって、
　前記薬品は、前記Ｘ線不透過性のマーキングの場所に対応している
　カテーテル。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のカテーテルであって、
　前記薬品は、前記Ｘ線不透過性のマーキング以外の場所に対応している
　カテーテル。
【請求項１５】
　請求項１２に記載のカテーテルであって、
　前記Ｘ線不透過性のマーキングは、Ｘ線不透過剤を含有するように製剤化された前記薬
品を含有する
　カテーテル。
【請求項１６】
　バルーンであって、
　前記バルーンの壁部の作用表面上に保持される薬品と、
　前記バルーン上の前記薬品の場所を識別するＸ線不透過性の識別子と
　を備えるバルーン。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のバルーンであって、
　前記Ｘ線不透過性の識別子は、前記薬品を含有する製剤と混合されたＸ線不透過性の材
料を含有する
　バルーン。
【請求項１８】
　請求項１６または請求項１７に記載のバルーンであって、
　前記作用表面は、前記バルーンのバレル部位に沿っており、
　前記Ｘ線不透過性の識別子は、前記バルーンの円錐部位の一方または両方にある
　バルーン。
【請求項１９】
　薬品でコーティングされたバルーンを生成する方法であって、
　前記薬品の場所は、Ｘ線不透過性によって識別され、
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　前記方法は、Ｘ線不透過性の薬剤と、薬品と、を前記バルーンに適用する工程を備える
　方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記適用する工程は、前記Ｘ線不透過性の薬剤を前記薬品と混合する工程を備える
　方法。
【請求項２１】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記適用する工程は、
　　前記Ｘ線不透過性の薬剤を前記バルーンの一部分に適用する工程と、
　　前記一部分に前記薬品を提供する工程と
　を備える方法。
【請求項２２】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記適用する工程は、
　　前記Ｘ線不透過性の薬剤を前記バルーンの一部分に適用する工程と、
　　前記一部分以外の部分に前記薬品を提供する工程と
　を備える方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下の米国特許出願は、参照により本明細書に組み込まれる。６１／６０８，８５２；
６１／６０８，８５９；６１／６０８，８６２；６１／６０８，８９７；６１／６０８，
９０２；６１／６０８，９０８；６１／６０８，９１３；６１／６０８，９１７；６１／
６０８，９２７；６１／６０８，９３２；６１／６０８，９４１；および６１／７４７，
４４４。
【０００２】
　本開示は、概して、血管形成術などのような医療処置を行うためのバルーンに関し、よ
り具体的には、使用の間に正確に位置決めまたは識別され得る所定の部分（例えば、作用
表面など）を有する医療用バルーンに関する。
【背景技術】
【０００３】
　バルーンは、身体のチューブ状の領域（例えば、動脈または静脈など）内の流量制限、
または、おそらく、完全閉塞さえも解消または処置するために日常的に使用されている。
多くの臨床的状況において、制限が、硬質の固体（例えば、石灰化プラークなど）によっ
て引き起こされ、そのような閉塞をコンパクトにするために高い圧力の使用が必要とされ
る。市販のバルーンは、複雑な技術を用いて、バルーンのプロファイルを犠牲にすること
なく、高い圧力の要件を実現している。高い圧力の要件の他に、バルーンも、特に血管形
成術のために使用されるときに、穿刺に対して抵抗力を有するべきであり、進み易く、押
し易く、低いプロファイルを表すべきである。
【０００４】
　臨床診療では、血管形成術バルーンは、図１および図２に示されているように、収縮さ
れて折り畳まれた状態から拡張された状態へ血管内で拡張され、目標領域（例えば、血管
Ｖの内周壁部Ｉの一部分など）を治療する。図３および図３ａ（Ｘ線透視検出器プレート
（fluoroscope detector plate）（ＦＤＰ）によって測定される強度を示している）に図
示されているように、壁部２８を有するバルーン１２の膨張は、従来的に、寸法ＤＸに沿
って、Ｘ線造影剤ＣＭを使用して完全にされ、インターベンション治療（interventional
 procedure）の間にＸ線または他の形態のＸ線写真Ｒのもとでのより良好な可視性を提供
する。典型的には、造影剤および生理食塩水の７０／３０パーセント混合物が使用され、
血管形成術手順の間にバルーンを膨張させる。
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【０００５】
　一般的に、望ましい目標は、バルーン（特に、大きい体積のバルーン（それは、造影剤
による最大２分の膨張／収縮時間を必要とする可能性がある））のプロファイルを犠牲に
することなく、バルーンに必要とされる膨張時間および収縮時間を低減させることである
。また、その相対的に高い粘度に因って、バルーンの膨張／収縮のときに使用される造影
剤の量を取り除くか、または少なくとも低減させることが望ましいこととなる。造影剤の
使用は、膨張／収縮時間を長くし、また、ヨウ素に対して敏感な患者にヨウ素被ばくのリ
スクをもたらす。この点において、例えば、生理食塩水または二酸化炭素などのような、
非Ｘ線不透過性の物質を造影剤の代わりに使用することが可能であるが、そのような物質
は、Ｘ線撮影の間に見ることができず、したがって、可視性を向上させない。
【０００６】
　さらに、血管形成術手順を行う医師は、膨張していないバルーンの位置を正確に位置決
めすることができるべきであり、その結果、バルーンは、膨張させられると適正に位置決
めされることとなる。これは、従来から、バルーン作用表面に対応する領域にあるカテー
テルシャフト上にマーカーバンドを取り付けることによって達成される。この「作用表面
」は、石灰化プラークに接触するなどの、所望の治療効果を実現するために使用されるバ
ルーンの一部分に沿った表面である（その表面は、近位端部および遠位端部において円錐
形状の部位またはテーパー付きの部位を有するバルーンの場合、典型的には、略円筒形状
のバレル部位と同一の広がりを有する）。
【０００７】
　シャフトに沿って設置する間のマーカーバンドのミスアライメントが、図４に示されて
いるように、作用表面の範囲に正確に対応しないということを結果として生じさせる場合
がある（シャフトＳによって保持されているそれぞれの内部マーカーバンドＭと、バルー
ン１２の作用表面Ｗと、の間のミスアライメント量Ｘに留意されたい。また、それは、典
型的には、遠位端部においてＸ線不透過性の先端部Ｐを備える）。内在するシャフト上に
マーカーを適正に位置決めし、バルーンが膨張させられるときに、予想される作用表面の
境界とアライメント状態にすることに細心の注意を払ったとしても、いくつかの潜在的な
要因に起因してミスマッチの傾向が依然として存在する。１つのそのような要因は、カテ
ーテルシャフトの遠位端部にバルーンを付加する結果として生じる公差の蓄積である場合
がある。また、バルーンは、膨張させられるときに（特に、大きく、とりわけ長いバルー
ンを用いるときに）、長手方向に成長する傾向を有している。別の要因は、膨張の間に、
バルーン内のカテーテルシャフトの一部分が曲がるか屈曲する傾向である。これは、シャ
フトに固定されたＸ線不透過性のマーカーと、作用表面と、の間にミスアライメントをも
たらす可能性がある。
【０００８】
　原因が何であれ、結果として生じるミスアライメントは、インターベンション治療の間
に、臨床医がバルーンの作用表面の場所を正確に識別することを妨げる可能性がある。こ
れは、地理的に間違った設置、すなわち、目標領域Ｔとバルーン１２の作用表面Ｗとの間
の意図された接触の「ミス」をもたらす可能性がある（図２を参照）。ミスは、手順を長
くする可能性があるので（例えば、薬品コーティングされたバルーンの場合に、バルーン
１２の再配置、または、別のバルーンカテーテルの使用を必要とすることなどによる）、
バルーンが、ペイロード（例えば、薬品、ステント、または、その両方など）または作用
エレメントを血管系内の特定の場所へ移送するように構成されているときに、そのような
結果を回避することが特に望ましい。
【０００９】
　また、収縮すると、バルーンは、「パンケーキング」として知られる現象を受ける可能
性がある。この状態では、バルーン１２は、図５に示されているように、平坦化された状
態へ、自身上に折り畳まれる。バルーンの全幅が平坦化された状態で認識され得るので、
この状況は、バルーンが、Ｘ線透視法を通して、おそらく依然として膨張状態にあるかの
ように見えることを引き起こす可能性がある。これは、実際にはそうでないときに、バル
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ーンが膨張させられたままであるという誤った認識を臨床医に与える可能性がある。
【００１０】
　したがって、バルーンに関して、作用表面がインターベンション治療の間に向上した精
度で識別され得るという必要性が確認されている。解決策は、カテーテルシャフトおよび
バルーン上の固定場所同士の間の潜在的なミスマッチを考慮して作用表面を形成すること
となり、バルーン内のカテーテルシャフトの一部分の位置と独立して作用することとなる
。また、識別の改善は、パンケーキングによって引き起こされる収縮の誤った認識のより
良好な検出を可能にすることができる。全体として、コストまたは複雑さを著しく増加さ
せることなく、また、大幅な修正なく多くの既存のカテーテル技術に適用され得る態様で
、手技上の効率が向上されることとなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本開示の目的はインターベンション治療の間に作用表面が向上した精度で識別され得る
バルーンを提供することである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の背景技術の説明図である。
【図２】本発明の背景技術の説明図である。
【図３】本発明の背景技術の説明図である。
【図４】本発明の背景技術の説明図である。
【図５】本発明の背景技術の説明図である。
【図６】本発明の背景技術の説明図である。
【図７】本発明の背景技術の説明図である。
【図８】本発明の背景技術の説明図である。
【図９】本発明の背景技術の説明図である。
【図１０】本開示による第１の実施形態を図示する図である。
【図１１】本開示による第２の実施形態を図示する図である。
【図１２】本開示による第３の実施形態を図示する図である。
【図１３】本開示による第４の実施形態を図示する図である。
【図１４】本開示による第５の実施形態を図示する図である。
【図１５】本開示による第６の実施形態を図示する図である。
【図１６】本開示による第７の実施形態を図示する図である。
【図１７】本開示による第８の実施形態を図示する図である。
【図１８】折り畳まれた状態の図１７の実施形態を図示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図に関して以下に提示されている説明は、特に記述がない限り、すべての実施形態に当
てはまり、それぞれの実施形態に共通の特徴は、同様に示され、番号が付されている。
【００１４】
　カテーテルチューブ１４上に装着されたバルーン１２を有する遠位部分１１を備えるカ
テーテル１０が提供される。図６、図７および図８を参照すると、バルーン１２は、中間
部位１６すなわち「バレル」と、端部部位１８，２０と、を有している。一実施形態では
、端部部位１８，２０は、直径が低減し、中間部位１６をカテーテルチューブ１４に接合
する（したがって、部位１８，２０は、円錐部または円錐部位と一般的に呼ばれる）。バ
ルーン１２は、円錐部位１８，２０上のバルーン端部（近位端部１５ａおよび遠位端部１
５ｂ）においてシールされており、１つ以上の膨張ルーメン１７を介して、バルーン１２
の膨張を可能にする。１つ以上の膨張ルーメン１７は、カテーテルチューブ１４内に延在
し、バルーン１２の内部と連通している。
【００１５】
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　また、カテーテルチューブ１４は、ガイドワイヤールーメン２３を形成する細長いチュ
ーブ状のシャフト２４を備えている。ガイドワイヤールーメン２３は、カテーテル１０を
通ってガイドワイヤー２６を方向付け、その遠位端部に沿って、バルーン１２が配置され
得る。図８に図示されているように、このガイドワイヤー２６は、カテーテル１０の近位
端部と、コネクター２７の第１のポート２５と、を通ってルーメン２３内へ延在し、「オ
ーバーザワイヤー」（ＯＴＷ）配置を実現することが可能であるが、「ラピッドエクスチ
ェンジ」（ＲＸ）構成で提供されることも可能である。「ラピッドエクスチェンジ」（Ｒ
Ｘ）構成では、ガイドワイヤー２６は、遠位端部により近い側方開口部１４ａを出ていき
（図９を参照）、または、そうでなければ、バルーン１２の遠位で、先端部Ｐに関連付け
された通路を通して給送される（「ショート」ＲＸ；図示せず）。また、流体（例えば、
生理食塩水、造影剤、または、その両方）を、膨張ルーメン１７を介して、バルーン１２
の内部区画内へ導入するために、第２のポート２９は、コネクター２７などによってカテ
ーテル１０に関連付けされ得る。
【００１６】
　バルーン１２は、膨張流体を受け入れるための内部を形成する単層または多層のバルー
ン壁部２８を備えることが可能である。バルーン１２は、バルーンが膨張させられるとき
に、１つ以上の方向にそのサイズおよび形状を維持するバルーン壁部２８を有する非追従
性のバルーンとすることが可能である。非追従性のバルーンの例は、米国特許第６，７４
６，４２５号、ならびに、米国特許出願公開第２００６／００８５０２２号、米国特許出
願公開第２００６／００８５０２３号、および、米国特許出願公開第２００６／００８５
０２４号に見出すことが可能であり、それらの開示は、これによって、参照により本明細
書に組み込まれる。また、そのような場合に、バルーン１２は、膨張の間および膨張の後
に一定のままの所定の表面積を有しており、また、膨張の間および膨張の後にそれぞれま
たはともに一定のままの所定の長さおよび所定の直径を有している。しかしながら、バル
ーン１２は、代替的に、特定の使用に応じて、半追従性または追従性とすることが可能で
ある。
【００１７】
　インターベンション治療の間の場所確認能力の向上を提供するために、バルーン１２は
、Ｘ線不透過性の品質を有することが可能である。一実施形態では、このＸ線不透過性の
品質は、臨床医が、比較的容易に、および、高い精度で、バルーン１２のうちの１つの部
分を別の部分から（例えば、作用表面Ｗを備えるバレル部位１６を円錐部位１８，２０か
ら）区別することを可能にする態様で提供される。これは、臨床医が、バルーン１２（と
りわけ、作用表面Ｗ）を特定の治療場所に正確に位置決めすることを確実にすることの助
けとなる。これは、より詳細に以下の説明で概説されているように、バルーン作用表面Ｗ
を介した特定のアイテム（例えば、薬品またはステントなど）の移送において特に重要で
ある可能性がある。
【００１８】
　一実施形態では、Ｘ線不透過性の品質は、戦略的に位置決めされた識別子（例えば、少
なくとも部分的にＸ線不透過性を有する１つ以上のマーキング３０）を設けることによっ
て実現される。マーキング３０は、バルーン壁部２８の表面上の１つ以上の場所に設けら
れ、作用表面Ｗとして画定される部分を生成している。本開示の目的のために、「マーキ
ング」という用語は、多層構成（例えば、別の電気めっきまたは蒸着されたＸ線不透過性
の材料の層の下にあるＸ線不透過性の材料の第１の層（例えば、フィルムなど）を備える
ものなど）とは対照的に、バルーン壁部２８の表面上に単一の層を形成するＸ線不透過性
の材料をいう。
【００１９】
　図１０～図１２および図１４に示されているように、このマーキング３０は、一対のマ
ーキング３０の形態で設けることが可能であり、それは、作用表面Ｗの近位端部に配置さ
れる第１のストリップ３２ａと、作用表面Ｗの遠位端部に設けられる第２のストリップ３
２ｂと、を備える。言い換えれば、第１のストリップ３２ａおよび第２のストリップ３２
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ｂは、近位または遠位に、それらの外側縁部を有しており、それは、場合によっては、バ
ルーン１２の収縮状態などにおいて、バレル部位１６が移行して円錐部位１８，２０を形
成する点と整合する。
【００２０】
　ストリップ３２ａ，３２ｂは、所望の場所（単数または複数）（場合により、作用表面
Ｗの中央部分を含む（それは、臨床医がバルーン１２の完全膨張を確認する助けとなる）
）において、バルーン１２の周り全体に延在する幅の狭い細長いバンドの形態で設けるこ
とが可能である。どのような場合においても、マーキング３０は、作用表面Ｗ全体をＸ線
不透過性にする必要のない態様で、また、意図された形式で作用表面Ｗが治療領域と完全
に接触することを妨げない態様で提供される（すなわち、膨張されるときなどに、マーキ
ング３０は、認識できるほどにはバルーン１２の直径を増加させない）。同様に、このよ
うに設けられたマーキング３０は、バルーン１２の内部区画内の任意の内側部材（例えば
、ガイドワイヤールーメン２３を形成するシャフト２４など）から分離して、間隔を離し
て配置される。
【００２１】
　この実施形態では、マーキング３０を備えるバルーン１２は、様々な方式で生成するこ
とが可能である。例えば、マーキング３０は、Ｘ線不透過性の材料を、所望の場所におい
てコーティングの形態でバルーン壁部２８の表面に適用することによって設けることが可
能である。これは、（場合により、マスクなどを適用することによって（そのような場合
には、所望のコーティングを形成するためにＸ線不透過性の材料内にバルーン１２を浸漬
またはロールする技法を使用することが可能である）、）バルーン壁部２８上にＸ線不透
過性の材料をインク付け、噴霧、印刷、スタンプ、塗装、接着、または、蒸着（例えば、
化学蒸着などによる）することによって行うことが可能である。マーキング３０は、バル
ーン壁部２８を製作するためのプロセス中（例えば、共押出またはブロー成形プロセスの
間など）に設けることが可能である。そのような技法の例は、「PARISON FOR FORMING BL
OW MOLDED MEDICAL BALLOON WITH MODIFIED PORTION, MEDICAL BALLOON, AND RELATED ME
THODS」（発明者は、Paul Ｆillmore、Andrew Schaffer、Allen RonanおよびEoin Ryan）
、ならびに、「MEDICAL BALLOON WITH COEXTRUDED RADIOPAQUE PORTION」（発明者は、Pa
ul Fillmore、Justin Hall、Pat ByrneおよびMargo Underwood）という発明の名称の、本
出願と同日に出願された同時係属中の出願において説明されている。これらの出願の開示
は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００２２】
　この実施形態または他の実施形態では、マーキング３０が、作用表面Ｗに沿う以外のバ
ルーン１２の一部分に沿って設けられ、作用表面は、任意の種類のＸ線不透過性の識別子
すなわちマーキングを備えていなくてもよい。例えば、図１１に示されているように、マ
ーキング３０は、バルーン１２の円錐部位１８，２０の一方または両方のみに設けること
が可能である。一実施形態では、図示されているように、マーキング３０は、作用表面Ｗ
が始まって終わる場所（例えば、円錐部位１８，２０が、近位端部および遠位端部におい
てバレル部位１６へ移行する点（それは、作用表面の境界すなわち縁部と考えられる））
まで長手方向または軸線方向に、円錐部位１８，２０に沿って設けられている。
【００２３】
　この実施形態または他の実施形態では、マーキング３０は、円錐部位１８，２０の一部
分に沿って延在することが可能であり、または、図１２に示されているように、円錐部位
１８，２０の全体に沿って、もしくは、少なくとも、カテーテルチューブ１４に取り付け
られる点まで、延在することが可能である（したがって、全体のバルーン長さＬの指示を
提供することが可能である）。いずれの場合でも、作用表面Ｗに関連付けされたカテーテ
ル１０のいずれの部分（内側にあるシャフト２４を含む）も、追加的なＸ線不透過性のマ
ーカー、エレメント、または材料を含まなくてもよい。結果的に、Ｘ線透視法のもとで、
作用表面Ｗ全体を、１つ以上のＸ線不透過性のマーキング３０を備えるバルーン１２の一
部分から明確に区別することが可能であり、また、バルーン全長Ｌから区別することが可
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能である。
【００２４】
　図１３では、ガイドワイヤールーメン２３を形成するシャフト２４上の任意のマーカー
などに関係なくバルーン１２を設置可能にするために、Ｘ線不透過性の品質が、全体のバ
ルーン長さＬ（すなわち、端部１５同士の間の距離）の正確な指示を生成するように提供
され得るということが示されている。これは、バルーン１２が終端する場所のそれぞれに
おいて、または、それに隣接して（例えば、近位端部１５ａおよび遠位端部１５ｂにおい
て、または、チューブ１４もしくは先端部Ｐにおける結合部などに）、マーキング３０の
形態のＸ線不透過性の識別子を設けることによって達成することが可能である。このマー
キング３０は、別の実施形態において上記に説明されているストリップ３２ａ，３２ｂと
同様に、円周方向のまたは環状のバンド３４ａ，３４ｂの形態のストリップを備えること
が可能であり、同じまたは異なる態様で適用されることが可能である。また、図１４に示
されているように、ストリップ３２ａ，３２ｂ（円錐部位１８，２０またはバレル部位１
６上のいずれかにある）とバンド３４ａ，３４ｂとが一緒に使用され、バルーン１２およ
び作用表面Ｗの両方の端部、ならびに、全体のバルーン長さＬ（図１３を参照）を明確か
つ正確に識別することを可能にすることができる。
【００２５】
　また、バルーン１２には、円錐部位１８，２０とバレル部位１６との間で異なるＸ線不
透過性の識別子を設けることが可能である。したがって、図１５に示されているように、
バレル部位１６は、例えば、第１のパターン（例えば、斜めのストリップ３７）を有する
複数のマーキング３０を備えることが可能である。追加的にまたは代替的に、円錐部位１
８，２０の一方または両方は、第２のパターンを備えることが可能であり、第２のパター
ンは、第１のパターン（例えば、円３９）とは異なるものとすることが可能であり、した
がって、作用表面Ｗの指示を提供する。また、当然に認識されるように、円錐部位１８，
２０の一方または両方のみに、選択されたパターンを設けることも可能であり、その結果
、バレル部位１６（したがって、作用表面Ｗ）が、実質的に非Ｘ線不透過性のままである
か、または、いずれにしても、追加的なＸ線不透過剤を備えない。
【００２６】
　同様に、マーキング３０のうちの１つ以上は、他の形態の印（例えば、ロゴＯまたは英
数字の情報（例えば、ブランド、商標情報、モデルもしくは品目番号、カタログ番号、定
格破裂圧力、バルーン長さ、バルーン直径など））とすることが可能であり、それは、繰
り返しになるが、バレル部位１６、円錐部位１８，２０、または、それらの任意の組合せ
に設けることが可能である。この識別子は、それが収縮された状態にあると認識され得る
ような態様で、または、バルーン１２が膨張されるとき、もしくは、拡張されるとき、ま
たは、その両方のときに、それが読み取られて理解され得る態様で、提供することが可能
である。また、作用表面Ｗの場所の画定の助けとなることに加えて、これは、正しいバル
ーンが使用されたということ、および、それが上手く展開または膨張されたということを
、臨床医が検証または確認することを可能にし得る。さらなる別の可能性は、目盛り付き
のＸ線不透過性のマーキング（例えば、定規、グラデーション、またはスケールなど）を
提供することであり、それは、膨張しているときのバルーン１２の相対的な寸法を指示し
、それは、必要な場合または所望の場合に（例えば、ＬＥＭＡＩＴＲＥテープ（そのバー
ジョンは、ＶＡＳＣＵＴＡＰＥブランドのもとで流通されている）を使用することなどに
よって）、確認のために外部からチェックすることが可能である。
【００２７】
　図１６および図１７を見てみると、Ｘ線不透過性の識別子は、バルーン１２の円錐部位
１８，２０の一方または両方のみに沿って（示されているように円錐部位２０の全体に沿
って、または、部分的にのみ沿って）、長手方向に延在する１つ以上のＸ線不透過性のマ
ーキング３０の形態とすることができることが理解され得る。例えば、図１６に示されて
いるように、単一の幅の狭いストリップ３８ａが、バルーン１２の遠位端部１５ｂと、作
用表面Ｗの遠位縁部と、の間で長手方向に延在することが可能である。代替的に、図１７
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に示されているように、複数のそのようなストリップ（それに限定されないが、３つのス
トリップ３８ａ，３８ｂ，３８ｃを備える）を設けることが可能である。複数のストリッ
プは、円周方向に間隔を置いて配置することが可能であり、バルーン１２の端部１５ａま
たは１５ｂ（その点において、ストリップは、実際に収束し、互いに接触することが可能
であり、または、間隔を離して配置されたままであることが可能である）においてよりも
、作用表面Ｗに隣接して、より大きい間隔を有することが可能である。円錐部位１８，２
０の一方または両方に沿って複数のストリップ（例えば、２つ、３つ（３８ａ，３８ｂ，
３８ｃ）、または、４つ以上など）を使用することは、臨床医がパンケーキングの存在を
より良好に検出できることを可能にし得る。なぜなら、ストリップ３８ａ，３８ｂ，３８
ｃは、バルーン１２が膨張されているか、またはパンケーキ化されているときに、さらに
離れているように見え、バルーン１２が適正に収縮され（１２’）、平坦化されていない
ときに、より近くに見えるからである（図１７と図１８とを比較されたい）。
【００２８】
　また、１つ以上の表面エレメント（例えば、ペイロード（薬品、ステント、または、そ
の両方））または作業器具（カッター、フォーカストフォースワイヤーなど）を血管系内
へ運ぶバルーン１２は、マーキング技法の先述の説明から利益を得ることが可能である。
例えば、図１０に示されているように、例えば、バレル部位１６と円錐部位１８，２０と
の間の移行部にＸ線不透過性のマーキング３０を設けることなどによって形成された作用
表面Ｗを備えるバルーン１２は、そのような薬品Ｄでコーティングされた一部分を備える
ことが可能である（例えば、血管の内部に適用されるときに所望の治療効果を達成するよ
うに構成されたものなど）。また、Ｘ線不透過性の識別子（例えば、マーキング３０など
）は、例えば、作用表面Ｗの全体に沿って、または、作用表面Ｗの一部分だけに沿って、
バルーン１２上の薬品Ｄの場所に対応することも可能である。識別子は、Ｘ線不透過性の
薬剤または材料を薬品製剤（例えば、添加剤（excipient）入りの活性成分）中に混合す
ることによって設けることが可能であり、その結果、薬品製剤が選択的に接着する（コー
ティングされていない領域が薬品によって覆われないようになっている）Ｘ線不透過性の
材料でバルーンの一部分をコーティングすることによって、または、Ｘ線不透過性の材料
で処理されていないバルーン表面（例えば、作用表面Ｗなど）の一部分（例えば、図１２
の円錐部位など）に薬品製剤を接着することによって、薬品でコーティングされたバルー
ン１２の全ての部分がＸ線透視法のもとで見ることができる。代替的または追加的に、所
望のＸ線不透過性を提供する識別子は、例えば、それを壁部２８の材料層として提供する
ことによって、または、壁部２８の複数の層の間の単一の層の中に提供することなどによ
って、壁部２８内に埋め込むことが可能である。薬品Ｄは、製造プロセスの一部として、
また、血管系内への挿入のために折り畳む前に、膨張されたバルーンに適用することが可
能である。したがって、臨床医は、Ｘ線透視装置の利益によって、血管系内でバルーン１
２を膨張させる前に、作用表面Ｗの正確な位置を決定し、所望の場所に薬品Ｄを送達し、
所望の治療療法を提供することが可能である。
【００２９】
　Ｘ線不透過性の材料の例には、それに限定されないが、微粉タングステン、タンタル、
ビスマス、三酸化ビスマス、オキシ塩化ビスマス、次炭酸ビスマス、他のビスマス化合物
、硫酸バリウム、スズ、銀、銀化合物、希土類酸化物、および、Ｘ線吸収に一般的に使用
される多くの他の物質が含まれる。使用される量は、Ｘ線不透過性の所望の程度に応じて
変えることが可能である。
【００３０】
　また、識別子は、例えば、塗装または他の結合などによって、バルーン壁部２８の内部
表面に適用されるＸ線不透過性の材料を含有することが可能である。１つの例では、Ｘ線
不透過性の材料は、例えば、バンドの形態などで、バルーン１２の外部表面または内部表
面に適用される金を含有する（それは、本明細書で説明されるバンドのいずれかとするこ
とが可能である）。金は、その柔軟性および鍛造性を前提として、リーフ形態で適用する
ことが可能であり、それは、バルーン１２の拡張を少しも邪魔することとならないことも
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意味している。
【００３１】
　バルーンまたはカテーテルを引用する以下の段落のそれぞれの主題は、それぞれ、他の
段落のいずれかで引用されるバルーンまたはカテーテルの一部になり得る。
【００３２】
　１．１　バルーンカテーテルであって、長手方向に延在する細長いチューブ状のシャフ
トであって、近位端部および遠位端部を有するシャフトと、シャフトの遠位端部に沿って
支持される膨張可能なバルーンであって、膨張させられるときに間隔を隔てて配置された
、第１および第２の円錐形状の端部部位と当該円錐形状の部位同士の間の作用表面と、を
備え、バルーンは、円錐形状の端部部位から作用表面への移行部を識別する少なくとも１
つのＸ線不透過性のマーキングをさらに備えるバルーンカテーテル。
【００３３】
　１．２　段落１．１に記載のカテーテルであって、少なくとも１つのＸ線不透過性のマ
ーキングは、第１の円錐形状の端部部位と作用表面との間の第１の移行部において第１の
Ｘ線不透過性のマーキングを備え、第２の円錐形状の端部部位と作用表面との間の第２の
移行部において第２のＸ線不透過性のマーキングをさらに備えるカテーテル。
【００３４】
　１．３　段落１．１または段落１．２に記載のカテーテルであって、少なくとも１つの
マーキングはストリップを備えるカテーテル。
【００３５】
　１．４　段落１．１ないし段落１．３のいずれか１つに記載のカテーテルであって、ス
トリップの形態の複数のＸ線不透過性のマーキングをさらに備えるカテーテル。
【００３６】
　１．５　段落１．４に記載のカテーテルであって、ストリップは、第１および第２の円
錐形状の端部部位の間で少なくとも部分的に長手方向に延在するカテーテル。
【００３７】
　１．６　段落１．４または段落１．５に記載のカテーテルであって、ストリップは環状
のバンドを備えるカテーテル。
【００３８】
　１．７　段落１．１ないし段落１．６のいずれか１つに記載のカテーテルであって、少
なくとも２つの間隔を置いて配置されたＸ線不透過性のマーキングが、それぞれの円錐形
状の端部部位に設けられており、それぞれの円錐形状の端部部位の遠位部分および近位部
分に隣接するマーキングを備えるカテーテル。
【００３９】
　１．８　段落１．１ないし段落１．７のいずれか１つに記載のカテーテルであって、バ
ルーンは、第１および第２の円錐形状の端部部位の間にバレル部位を備え、バレル部位上
に複数のＸ線不透過性のマーキングをさらに備えるカテーテル。
【００４０】
　１．９　段落１．１ないし段落１．８のいずれか１つに記載のカテーテルであって、マ
ーキングは、円錐形状の端部部位上に第１のパターンを備え、作用表面上に第２の異なる
パターンをさらに備えるカテーテル。
【００４１】
　１．１０　段落１．１ないし段落１．９のいずれか１つに記載のカテーテルであって、
少なくとも１つのマーキングは、パターン、ストリップ、ブランド、ロゴ、文字、数字、
単語、または、それらの組合せからなる群から選択されるカテーテル。
【００４２】
　１．１１　段落１．１ないし段落１．１０のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、識別子はスケールを備えるカテーテル。
【００４３】
　１．１２　段落１．１ないし段落１．１１のいずれか１つに記載のカテーテルであって
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、バルーンは薬品を備えるカテーテル。
【００４４】
　１．１３　段落１．１２に記載のカテーテルであって、薬品はＸ線不透過性のマーキン
グの場所に対応しているカテーテル。
【００４５】
　１．１４　段落１．１２に記載のカテーテルであって、薬品はＸ線不透過性のマーキン
グ以外の場所に対応しているカテーテル。
【００４６】
　１．１５　段落１．１２に記載のカテーテルであって、Ｘ線不透過性のマーキングは、
Ｘ線不透過剤を含むように製剤化された薬品を含有するカテーテル。
【００４７】
　１．１６　バルーン壁部の作用表面上に保持された薬品と、バルーン上の薬品の場所を
識別するＸ線不透過性の識別子と、を有するバルーン。
【００４８】
　１．１７　段落１．１６に記載のバルーンであって、Ｘ線不透過性の識別子は、薬品を
含有する製剤と混合されたＸ線不透過性の材料を含有するバルーン。
【００４９】
　１．１８　段落１．１６に記載のバルーンであって、作用表面は、バルーンのバレル部
位に沿っており、Ｘ線不透過性の識別子は、バルーンの一方または両方の円錐部位上にあ
るバルーン。
【００５０】
　２．１　バルーンカテーテルであって、長手方向に延在する細長いチューブ状のシャフ
トであって、近位端部および遠位端部を有するシャフトと、シャフトの遠位端部に沿って
支持される膨張可能なバルーンであって、膨張されたときに、作用表面を形成する略円筒
形状のバレル部位、および、作用表面の一部を形成しない略円錐形状の端部部位を有する
バルーンと、を備え、バルーンは、作用表面の相対的な位置を指示するための少なくとも
１つのＸ線不透過性の識別子をさらに備え、識別子は、作用表面の範囲を画定するように
、バルーンの円錐形状の端部部位のうちの少なくとも１つに設けられるバルーンカテーテ
ル。
【００５１】
　２．２　段落２．１に記載のカテーテルであって、識別子はマーキングを備えるカテー
テル。
【００５２】
　２．３　段落２．１または段落２．２に記載のカテーテルであって、第１のマーキング
が、第１の円錐形状の部位端部部位と作用表面との間の第１の移行部に設けられ、第２の
マーキングが、第２の端部部位と作用表面との間の第２の移行部に設けられるカテーテル
。
【００５３】
　２．４　段落２．２または段落２．３に記載のカテーテルであって、マーキングはスト
リップを備えるカテーテル。
【００５４】
　２．５　段落２．１ないし段落２．４のいずれか１つに記載のカテーテルであって、識
別子は、バルーンの端部と、バレル部位と、の間に延在する長手方向のストリップを備え
るカテーテル。
【００５５】
　２．６　段落２．１ないし段落２．５のいずれか１つに記載のカテーテルであって、複
数の識別子をさらに備えるカテーテル。
【００５６】
　２．７　段落２．６に記載のカテーテルであって、複数の識別子のそれぞれは長手方向
に延在するストリップを備えるカテーテル。
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【００５７】
　２．８　段落２．６または段落２．７に記載のカテーテルであって、識別子は環状のバ
ンドを備えるカテーテル。
【００５８】
　２．９　段落２．６または段落２．６に従属する段落２．８に記載のカテーテルであっ
て、識別子は長手方向に延在するストリップを備えるカテーテル。
【００５９】
　２．１０　段落２．１ないし段落２．９のいずれか１つに記載のカテーテルであって、
間隔を置いて配置された少なくとも２つのＸ線不透過性の識別子が、それぞれの端部部位
に設けられるカテーテル。
【００６０】
　２．１１　段落２．１ないし段落２．１０のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、バレル部位上に少なくとも１つのＸ線不透過性の識別子をさらに備えるカテーテル。
【００６１】
　２．１２　段落２．１ないし段落２．１１のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、識別子は、第１のパターンを有する第１の識別子であり、第２の異なるパターンを有す
る第２の識別子をさらに備えるカテーテル。
【００６２】
　２．１３　段落２．１ないし段落２．１２のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、識別子は少なくとも１つの文字または数字を備えるカテーテル。
【００６３】
　２．１４　段落２．１ないし段落２．１３のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、識別子はロゴを備えるカテーテル。
【００６４】
　２．１５　段落２．１ないし段落２．１４のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、識別子はスケールを備えるカテーテル。
【００６５】
　２．１６　段落２．１ないし段落２．１５のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、バルーン上に薬品をさらに備えるカテーテル。
【００６６】
　３．１　カテーテルに関連して使用するための膨張可能なバルーンであって、第１の端
部と第２の端部との間に長手方向に延在する作用表面を有する膨張可能な本体部であって
、作用表面の少なくとも第１の端部を識別するために本体部に沿って設けられた少なくと
も１つのＸ線不透過性の識別子を有する膨張可能な本体部を備え、Ｘ線不透過性の識別子
は、作用表面の第１の端部の場所を識別するための第１のＸ線撮影用品質と、作用表面の
第１の端部以外の場所における第２のＸ線撮影用品質と、を有している膨張可能なバルー
ン。
【００６７】
　３．２　段落３．１に記載のバルーンであって、第２のＸ線撮影用品質は、作用表面の
第２の端部を識別するために設けられるバルーン。
【００６８】
　３．３　段落３．２に記載のカテーテルであって、第１のＸ線撮影用品質と第２のＸ線
撮影用品質とは実質的に同じであるカテーテル。
【００６９】
　３．４　段落３．１に記載のバルーンであって、Ｘ線不透過性の識別子はマーキングを
備えるバルーン。
【００７０】
　３．５　段落３．１に記載のバルーンであって、Ｘ線不透過性の識別子は、作用表面の
第１の端部から第２の端部まで略らせん経路をたどるバルーン。
【００７１】
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　３．６　段落３．１に記載のバルーンであって、識別子は、作用表面に沿って延在する
複数のらせん識別子を備えるバルーン。
【００７２】
　３．７　段落３．１に記載のバルーンであって、識別子はＸ線不透過性のフィラメント
を備えるバルーン。
【００７３】
　３．８　段落３．７に記載のバルーンであって、フィラメントは、バルーンの作用表面
の少なくとも一部分に沿ってらせん状に巻かれるバルーン。
【００７４】
　３．９　段落３．１ないし段落３．８のいずれか１つに記載のバルーンであって、バル
ーン上に薬品をさらに備えるバルーン。
【００７５】
　３．１６　カテーテルに関連して使用するためのバルーンであって、外側表面と、バル
ーンの外側表面に沿って延在する少なくとも１つの巻線と、を有する本体部を備え、バル
ーンはＸ線不透過性の品質を有している、バルーン。
【００７６】
　３．１７　段落３．１６に記載のバルーンであって、巻線はＸ線不透過性のフィラメン
トを備えるバルーン。
【００７７】
　３．１８　段落３．１ないし段落３．１７のいずれか１つに記載のバルーンであって、
Ｘ線不透過性の識別子は、らせんパターンまたはダイヤモンドパターンを備えるバルーン
。
【００７８】
　３．１９　段落３．１ないし段落３．１８のいずれか１つに記載のバルーンを備えるカ
テーテル。
【００７９】
　３．２０　カテーテルに関連して使用するための膨張可能なバルーンであって、らせん
パターンまたはダイヤモンドパターンを有するＸ線不透過性の識別子を備える膨張可能な
バルーン。
【００８０】
　４．１　ガイドワイヤーに関連して使用するためのバルーンカテーテルであって、長手
方向に延在する細長いチューブ状のシャフトであって、近位端部および遠位端部を有する
シャフトと、シャフトの遠位端部に沿って支持される膨張可能なバルーンであって、膨張
されたときに、間隔を置いて配置された第１および第２の端部、および、当該端部同士の
間の作用表面を有するバルーンと、少なくとも、バルーンの作用表面の場所を識別するた
めのＸ線不透過性の部分を有する少なくとも１つのワイヤーと、を備えるバルーンカテー
テル。
【００８１】
　４．２　段落４．１に記載のカテーテルであって、ワイヤーは、第１の状態と第２の状
態との間で調節するための形状記憶を有する材料を備えるカテーテル。
【００８２】
　４．３　段落４．１または段落４．２に記載のカテーテルであって、少なくとも１つの
ワイヤーは、略長手方向に延在しているカテーテル。
【００８３】
　４．４　段落４．１ないし段落４．３のいずれか１つに記載のカテーテルであって、Ｘ
線不透過性の部分は細長いカテーテル。
【００８４】
　４．５　段落４．１ないし段落４．４のいずれか１つに記載のカテーテルであって、ワ
イヤーは少なくとも部分的にポリマーを含有するカテーテル。
【００８５】



(15) JP 2015-509436 A 2015.3.30

10

20

30

40

50

　４．６　段落４．１ないし段落４．５のいずれか１つに記載のカテーテルであって、少
なくとも１つのワイヤーは少なくとも部分的に弾性を有するカテーテル。
【００８６】
　４．７　段落４．１ないし段落４．６のいずれか１つに記載のカテーテルであって、略
長手方向に延在する複数のワイヤーを備え、複数のワイヤーのうちの少なくとも１つは、
少なくとも、バルーンの作用表面の場所を識別するためのＸ線不透過性の部分を備えるカ
テーテル。
【００８７】
　４．８　段落４．１ないし段落４．７のいずれか１つに記載のカテーテルであって、少
なくとも１つのワイヤーはバルーンの外側表面に沿って延在しているカテーテル。
【００８８】
　４．９　段落４．１ないし段落４．８のいずれか１つに記載のカテーテルであって、少
なくとも１つのワイヤーはバルーンの内側表面に沿って延在しているカテーテル。
【００８９】
　４．１０　段落４．１ないし段落４．９のいずれか１つに記載のカテーテルであって、
少なくとも１つのワイヤーはバルーンの第１の端部から第２の端部へ延在しているカテー
テル。
【００９０】
　４．１１　段落４．１ないし段落４．１０のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、少なくとも１つのワイヤーのＸ線不透過性の部分は、作用表面に対応する、バルーンの
一部分に沿って延在しているカテーテル。
【００９１】
　４．１２　段落４．１ないし段落４．１１のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、少なくとも１つのワイヤーのＸ線不透過性の部分は、作用表面に対応する、バルーンの
一部分以外に沿って延在しているカテーテル。
【００９２】
　４．１３　段落４．７、または、段落４．７に従属する段落４．８ないし段落４．１２
のいずれか１つに記載のカテーテルであって、ワイヤーは、バルーンの周囲に実質的に等
距離に間隔を置いて配置されているカテーテル。
【００９３】
　４．１４　段落４．１ないし段落４．１３のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、ワイヤーは、追従性または半追従性の部分を備えるカテーテル。
【００９４】
　４．１５　段落４．１ないし段落４．１４のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、少なくとも部分的にＸ線不透過性を有するワイヤーの少なくとも１つの端部は、バルー
ンをシャフトに接続する結合部に取り付けられるカテーテル。
【００９５】
　４．１６　段落４．１ないし段落４．１５のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、バルーン上に提供された薬品をさらに備えるカテーテル。
【００９６】
　４．１７　段落４．１ないし段落４．１６のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、少なくとも１つのワイヤーは、少なくとも部分的に、第１の状態と第２の状態との間で
調節するための形状記憶を有する材料を含有するカテーテル。
【００９７】
　４．１８　段落４．２または段落４．１７に記載のカテーテルであって、形状記憶材料
はＮＩＴＩＮＯＬを含有するカテーテル。
【００９８】
　５．１　ガイドワイヤーとともに使用するように構成されたバルーンカテーテルであっ
て、長手方向に延在する細長いチューブ状のシャフトであって、近位端部および遠位端部
を有するシャフトと、シャフトの遠位端部に沿って支持される膨張可能なバルーンであっ
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て、膨張されたときに、間隔を置いて配置された第１および第２の端部、および、当該端
部同士の間の作用表面を有するバルーンと、バルーンの内部区画内に配置されるインサー
トであって、少なくとも、シャフトから分離したＸ線不透過性の部分を有するインサート
と、を備えるバルーンカテーテル。
【００９９】
　５．２　段落５．１に記載のカテーテルであって、インサートは、シャフトに対して移
動するように構成されているカテーテル。
【０１００】
　５．３　段落５．１または段落５．２に記載のカテーテルであって、インサートは、バ
ルーンの第１の端部から作用表面の一方の端部へ延在するカテーテル。
【０１０１】
　５．４　段落５．１ないし段落５．３のいずれか１つに記載のカテーテルであって、イ
ンサートは、少なくとも部分的にＸ線不透過性の材料から作製されたチューブを備えるカ
テーテル。
【０１０２】
　５．５　段落５．１ないし段落５．４のいずれか１つに記載のカテーテルであって、イ
ンサートは、少なくとも１つのフィンガーを備えるカテーテル。
【０１０３】
　５．６　段落５．５に記載のカテーテルであって、フィンガーは、Ｘ線不透過性の端部
部分を備えるカテーテル。
【０１０４】
　５．７　段落５．１ないし段落５．６のいずれか１つに記載のカテーテルであって、イ
ンサートは、バルーンが膨張されたときに、後退状態から拡張状態まで移動するように構
成された複数のフィンガーを備えるカテーテル。
【０１０５】
　５．８　段落５．１ないし段落５．７のいずれか１つに記載のカテーテルであって、イ
ンサートを少なくとも部分的に覆う後退可能なシースをさらに備えるカテーテル。
【０１０６】
　５．９　段落５．１ないし段落５．８のいずれか１つに記載のカテーテルであって、イ
ンサートはワイヤーを備えるカテーテル。
【０１０７】
　５．１０　段落５．９に記載のカテーテルであって、ワイヤーは、作用表面に対応する
Ｘ線不透過性の部分を備えるカテーテル。
【０１０８】
　５．１１　段落５．１０に記載のカテーテルであって、ワイヤーは、バルーンの第１の
端部から第２の端部まで延在し、Ｘ線不透過性の部分は、ワイヤーの中間部分を備えるカ
テーテル。
【０１０９】
　５．１２　段落５．１０または段落５．１１に記載のカテーテルであって、ワイヤーは
、バルーンの第１の端部から第２の端部まで延在し、Ｘ線不透過性の部分は、ワイヤーの
端部部分を備えるカテーテル。
【０１１０】
　５．１３　段落５．１ないし段落５．１２のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、インサートの少なくとも１つの端部は、バルーンがチューブ状のシャフトに接続する場
所で接続されるカテーテル。
【０１１１】
　５．１４　段落５．１ないし段落５．１３のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、インサートは環状のバンドを備えるカテーテル。
【０１１２】
　５．１５　段落５．１ないし段落５．１４のいずれか１つに記載のカテーテルであって
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、インサートは複数の穿孔を備えるカテーテル。
【０１１３】
　５．１６　段落５．１ないし段落５．１５のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、インサートは形状記憶を有する材料を含有するカテーテル。
【０１１４】
　５．１７　段落５．１ないし段落５．１６のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、バルーン上に薬品をさらに備えるカテーテル。
【０１１５】
　６．１　カテーテルのための医療用バルーンへブロー成形されるためのパリソンであっ
て、機能的な修正部を有する第１のチューブ状の層と、ブロー成形されたバルーンを形成
するために第１のチューブ状の層と結合するように構成された第２のチューブ状の層と、
を備えるパリソン。
【０１１６】
　６．２　段落６．１に記載のパリソンであって、第１の層は第２の層の外部にあるパリ
ソン。
【０１１７】
　６．３　段落６．１に記載のパリソンであって、第１の層は第２の層の内部にあるパリ
ソン。
【０１１８】
　６．４　段落６．１ないし段落６．３のいずれか１つに記載のパリソンであって、機能
的な修正部はＸ線不透過性のストリップを備えるパリソン。
【０１１９】
　６．５　段落６．４に記載のパリソンであって、ストリップは円周方向のバンドを備え
るパリソン。
【０１２０】
　６．６　段落６．４または段落６．５に記載のパリソンであって、ストリップは、第１
の層の第１の端部と第２の端部との間に延在するパリソン。
【０１２１】
　６．７　段落６．１ないし段落６．６のいずれか１つに記載のパリソンであって、第１
のチューブ状の層は第２のチューブ状の層から間隔を置いて配置されているパリソン。
【０１２２】
　６．８　段落６．１ないし段落６．７のいずれか１つに記載のパリソンであって、機能
的な修正部は、追加されたＸ線不透過剤、表面パターン、エッチング、１つ以上の穿孔、
および、これらの組合せからなる群から選択されるパリソン。
【０１２３】
　６．９　段落６．１ないし段落６．８のいずれか１つに記載のパリソンによって形成さ
れる医療用バルーンであって、壁部を有するチューブ状の膨張可能な本体部を備え、本体
部は、第１および第２の略円錐形状の端部と、略円錐形状の端部同士の間にあり、作用表
面を提供する略円筒形状のバレル部位と、を備える医療用バルーン。
【０１２４】
　６．１０　段落６．９に記載のバルーンであって、第１の層はバルーンの第１の端部か
ら第２の端部まで延在するバルーン。
【０１２５】
　６．１１　段落６．９に記載のバルーンであって、第１の層は作用表面のみに沿って延
在するバルーン。
【０１２６】
　６．１２　段落６．９ないし段落６．１１のいずれか１つに記載のバルーンであって、
第１の層は、壁部の一部分の周囲全体に沿って延在するバルーン。
【０１２７】
　６．１３　段落６．９ないし段落６．１２のいずれか１つに記載のバルーンであって、
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第１の層は壁部の全周に沿って延在するバルーン。
【０１２８】
　６．１４　段落６．９ないし段落６．１３のいずれか１つに記載のバルーンであって、
壁部は、間隔を置いて配置された第１および第２のショルダー部を備え、第１の層は、シ
ョルダー部同士の間に位置決めされるバルーン。
【０１２９】
　６．１５　段落６．９ないし段落６．１４のいずれか１つに記載のバルーンであって、
第１および第２の層は、両方とも、バルーンの第１の端部から第２の端部まで延在するバ
ルーン。
【０１３０】
　６．１６　段落６．９ないし段落６．１５のいずれか１つに記載のバルーンであって、
バレル部位にわたって位置決めされ、実質的に作用表面に沿って延在する少なくとも部分
的にＸ線不透過性を有するチューブをさらに備えるバルーン。
【０１３１】
　６．１７　段落６．１６に記載のバルーンであって、Ｘ線不透過性のチューブの近位端
部および遠位端部に隣接する第１および第２のショルダー部をさらに備えるバルーン。
【０１３２】
　６．１８　段落６．１６または段落６．１７に記載のバルーンであって、チューブ全体
がＸ線不透過性であるバルーン。
【０１３３】
　７．１　バルーンカテーテルであって、近位端部および遠位端部を有する細長いチュー
ブ状のシャフトと、シャフトの遠位端部に沿って位置決めされるバルーンと、を備え、バ
ルーンの壁部の一部分は、共押出されたＸ線不透過性の材料を部分的に含有するバルーン
カテーテル。
【０１３４】
　７．２　段落７．１に記載のカテーテルであって、Ｘ線不透過性の部分は、バルーンの
作用表面に沿って延在する少なくとも１つのストリップを備えるカテーテル。
【０１３５】
　７．３　段落７．１または段落７．２に記載のカテーテルであって、Ｘ線不透過性の部
分は、バルーンの全長表面に沿って延在する少なくとも１つのストリップを備えるカテー
テル。
【０１３６】
　７．４　段落７．１ないし段落７．３のいずれか１つに記載のカテーテルであって、Ｘ
線不透過性の部分は、バルーンの第１の円錐部位に沿って延在する少なくとも１つのスト
リップを備えるカテーテル。
【０１３７】
　７．５　段落７．４に記載のカテーテルであって、Ｘ線不透過性の部分は、バルーンの
第２の円錐部位に沿って延在する少なくとも１つのストリップを備えるカテーテル。
【０１３８】
　７．６　段落７．１ないし段落７．５のいずれか１つに記載のカテーテルであって、バ
ルーンは複数のＸ線不透過性の部分を備えるカテーテル。
【０１３９】
　７．７　段落７．６に記載のカテーテルであって、複数のＸ線不透過性の部分のそれぞ
れは長手方向のストリップを備えるカテーテル。
【０１４０】
　７．８　段落７．７に記載のカテーテルであって、ストリップは、少なくとも、バルー
ンの作用表面に沿って延在するカテーテル。
【０１４１】
　７．９　段落７．６ないし段落７．８のいずれか１つに記載のカテーテルであって、複
数のＸ線不透過性の部分は円周方向に間隔を離して配置されているカテーテル。
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【０１４２】
　７．１０　段落７．１ないし段落７．９のいずれか１つに記載のカテーテルであって、
バルーンは、バレル部位と、バレル部位のそれぞれの端部にある円錐形状の部位と、を備
え、Ｘ線不透過性の部分は記バレル部位に設けられるカテーテル。
【０１４３】
　７．１１　段落７．１ないし段落７．１０のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、バルーンは、バレル部位と、バレル部位のそれぞれの端部にある円錐形状の部位と、を
備え、Ｘ線不透過性の部分は、前記円錐部位のうちの一方または両方に設けられるカテー
テル。
【０１４４】
　７．１２　段落７．１ないし段落７．１１のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、Ｘ線不透過性の部分はバルーン壁部の層を備えるカテーテル。
【０１４５】
　７．１３　段落７．１２に記載のカテーテルであって、層は内側層を備えるカテーテル
。
【０１４６】
　７．１４　段落７．１２または段落７．１３に記載のカテーテルであって、層は外側層
を備えるカテーテル。
【０１４７】
　７．１５　段落７．１４に記載のカテーテルであって、外側層はエッチングされている
カテーテル。
【０１４８】
　７．１６　段落７．１２ないし段落７．１５のいずれか１つに記載のカテーテルであっ
て、バルーンは、バレル部位と、バレル部位のそれぞれの端部にある円錐形状の部位と、
を備え、層はバレル部位全体に沿って延在するカテーテル。
【０１４９】
　７．１７　段落７．１２ないし段落７．１６のいずれか１つに記載のカテーテルであっ
て、バルーンは、バレル部位と、バレル部位のそれぞれの端部にある円錐形状の部位と、
を備え、層は、円錐形状の部位の一方または両方の全体に沿って延在するカテーテル。
【０１５０】
　７．１８　段落７．１ないし段落７．１７のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、壁部の全部分は共押出されたＸ線不透過性の材料を含有するカテーテル。
【０１５１】
　７．１９　段落７．１ないし段落７．１８のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、バルーン上に薬品をさらに備えるカテーテル。
【０１５２】
　７．２０　段落７．１ないし段落７．１９のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、Ｘ線不透過性の材料はｅＰＴＦＥを含有するカテーテル。
【０１５３】
　８．１　バルーンカテーテルであって、長手方向に延在するシャフトであって、近位端
部および遠位端部を有し、少なくとも１つのＸ線不透過性の識別子を支持するシャフトと
、シャフトの遠位端部に沿って支持される膨張可能なバルーンであって、膨張されるとき
に作用表面を有するバルーンと、作用表面の少なくとも１つの端部を少なくとも１つのＸ
線不透過性の識別子に整合させるためのアクチュエーターと、を備えるバルーンカテーテ
ル。
【０１５４】
　８．２　段落８．１に記載のカテーテルであって、アクチュエーターは、バルーンが収
縮された状態に対応する第１の位置と、バルーンが膨張された状態に対応する第２の位置
と、を有するカテーテル。
【０１５５】
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　８．３　段落８．１または段落８．２に記載のカテーテルであって、アクチュエーター
はスプリングを備えるカテーテル。
【０１５６】
　８．４　段落８．１ないし段落８．３のいずれか１つに記載のカテーテルであって、ス
プリングはリーフスプリングを備えるカテーテル。
【０１５７】
　８．５　段落８．１ないし段落８．４のいずれか１つに記載のカテーテルであって、ア
クチュエーターは、カテーテルの周りに円周方向に間隔を置いて配置された複数のスプリ
ングを備えるカテーテル。
【０１５８】
　８．６　段落８．１ないし段落８．５のいずれか１つに記載のカテーテルであって、ア
クチュエーターの第１の部分はバルーンに固定され、アクチュエーターの第２の部分は前
記シャフトに対して移動するように構成されているカテーテル。
【０１５９】
　８．７　段落８．６に記載のカテーテルであって、アクチュエーターの第１の部分は、
バルーンの壁部上の２つの層の間に捕捉されるカテーテル。
【０１６０】
　８．８　段落８．６または段落８．７に記載のカテーテルであって、シャフトは、アク
チュエーターの第２の部分を少なくとも部分的に受け入れるためのチャネルを備えるカテ
ーテル。
【０１６１】
　８．９　段落８．１ないし段落８．８のいずれか１つに記載のカテーテルであって、ア
クチュエーターの移動を停止させるためのストッパーをさらに備えるカテーテル。
【０１６２】
　８．１０　段落８．１ないし段落８．９のいずれか１つに記載のカテーテルであって、
Ｘ線不透過性の識別子は、シャフトに取り付けられたマーカーを備えるカテーテル。
【０１６３】
　８．１１　段落８．１ないし段落８．１０のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、Ｘ線不透過性の識別子は、バルーンの内部区画内に位置決めされるインサートを備える
カテーテル。
【０１６４】
　８．１２　段落８．１ないし段落８．１１のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、アクチュエーターは、作用表面の遠位端部をＸ線不透過性の識別子に整合させるための
第１のアクチュエーターであり、作用表面の近位端部をＸ線不透過性の識別子に整合させ
るための第２のアクチュエーターをさらに備えるカテーテル。
【０１６５】
　８．１３　段落８．１２に記載のカテーテルであって、第１および第２のアクチュエー
ターのそれぞれは、複数のスプリングを備えるカテーテル。
【０１６６】
　８．１４　段落８．１ないし段落８．１３のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、Ｘ線不透過性の識別子は、第１のマーキングおよび第２のマーキングを備え、アクチュ
エーターは、作用表面の遠位端部を第１のマーキングに整合させるための第１のアクチュ
エーターであり、作用表面の近位端部を第２のマーキングに整合させるための第２のアク
チュエーターをさらに備えるカテーテル。
【０１６７】
　８．１５　段落８．１ないし段落８．１４のいずれか１つに記載のバルーンカテーテル
であって、長手方向に延在するシャフトであって、近位端部および遠位端部を有し、第１
および第２のＸ線不透過性の識別子を支持するシャフトと、作用表面の第１の端部を第１
のＸ線不透過性のマーキングに整合させるための第１のアクチュエーターと、作用表面の
第２の端部を第２のＸ線不透過性の識別子に整合させるための第２のアクチュエーターと
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、を備えるバルーンカテーテル。
【０１６８】
　８．１６　段落８．１ないし段落８．１５のいずれか１つに記載のバルーンカテーテル
であって、バルーンを保持するためのシャフトであって、当該シャフトの壁部の外側部分
に形成された少なくとも１つのチャネルを有するシャフトと、バルーンに接続される第１
の端部、および、チャネル内に少なくとも部分的に位置決めされる第２の端部を有するア
クチュエーターと、を備えるバルーンカテーテル。
【０１６９】
　８．１７　段落８．１ないし段落８．１６のいずれか１つに記載のバルーンカテーテル
であって、バルーンを保持するためのシャフトであって、当該シャフトの壁部の外側部分
に形成された複数のチャネルを有するシャフトを備えるバルーンカテーテル。
【０１７０】
　８．１８　段落８．１７に記載のカテーテルであって、バルーンに接続される第１の端
部、および、チャネルのうちの少なくとも１つに位置決めされる第２の端部を有するアク
チュエーターをさらに備えるカテーテル。
【０１７１】
　８．１９　段落８．１ないし段落８．８のいずれか１つに記載のカテーテルであって、
バルーンの壁部に接続されるスプリングを備えるカテーテル。
【０１７２】
　８．２０　段落８．１９に記載のカテーテルであって、スプリングは少なくとも部分的
にＸ線不透過性であるカテーテル。
【０１７３】
　８．２１　段落８．１９または段落８．２０に記載のカテーテルであって、スプリング
はバルーンの壁部の円錐形状の部位に接続されるカテーテル。
【０１７４】
　８．２２　段落８．１ないし段落８．２１のいずれか１つに記載のバルーンカテーテル
であって、バルーンは薬品を備えるバルーンカテーテル。
【０１７５】
　９．１　ガイドワイヤーとともに使用するためのバルーンカテーテルであって、長手方
向に延在する細長いチューブ状のシャフトであって、近位端部および遠位端部を有するシ
ャフトと、シャフトの遠位端部に接続される膨張可能なバルーンであって、作用表面を有
するバルーンと、作用表面を識別するためのＸ線不透過性の識別子と、シャフトの近位端
部に隣接する受入部であって、シャフトが少なくとも長手方向に受入部に対して移動する
ことを可能にするように構成されている受入部と、を備えるバルーンカテーテル。
【０１７６】
　９．２　段落９．１に記載のカテーテルであって、シャフトはストッパーを保持し、受
入部はストッパーを受け入れるための凹部をさらに備え、凹部は、対応するストッパーの
寸法よりも大きい長手方向の寸法を有しているカテーテル。
【０１７７】
　９．３　段落９．２に記載のカテーテルであって、バルーンを膨張させるために膨張流
体を供給するためのチューブをさらに備え、チューブは、受入部に接続されるとともに、
シャフトと略同軸であり、ストッパーは、凹部とともにシールを形成し、膨張流体がシャ
フトの周りを通ることを防止するカテーテル。
【０１７８】
　９．４　段落９．３に記載のカテーテルであって、シールはシャフトと同軸に配置され
るＯリングを備えるカテーテル。
【０１７９】
　９．５　段落９．１に記載のカテーテルであって、Ｘ線不透過性の識別子はシャフトか
ら分離されるカテーテル。
【０１８０】
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　９．６　段落９．５に記載のカテーテルであって、Ｘ線不透過性の識別子は、バルーン
の内部区画内に位置決めされるインサートを備えるカテーテル。
【０１８１】
　９．７　段落９．６に記載のカテーテルであって、インサートは、シャフトと同軸に配
置されるチューブ状のスリーブを備えるカテーテル。
【０１８２】
　９．８　段落９．６に記載のカテーテルであって、インサートは、バルーンの近位端部
にある第１のインサートと、バルーンの遠位端部にある第２のインサートと、を備えるカ
テーテル。
【０１８３】
　９．９　段落９．１に記載のカテーテルであって、シャフトを位置決めするためのガイ
ドワイヤーをさらに備えるカテーテル。
【０１８４】
　９．１０　バルーンカテーテル用のハブであって、バルーンカテーテルは、長手方向に
延在する細長いチューブ状のシャフトであって、近位端部および遠位端部を有するシャフ
トと、膨張流体によって膨張されるためにシャフトの遠位端部に接続される膨張可能なバ
ルーンと、を備え、ハブは、シャフトの近位部分を受け入れるための受入部を有する本体
部であって、シャフトが少なくとも長手方向に受入部に対して移動することを可能にする
ように構成されている本体部と、本体部に対するシャフトの長手方向の移動を拘束するた
めのストッパーと、を備えるハブ。
【０１８５】
　９．１１　段落９．１０に記載のハブであって、本体部は、受入部と連通して配置され
るガイドワイヤーポートを備え、バルーンを膨張させるための膨張流体を導入するための
膨張ポートをさらに備えるハブ。
【０１８６】
　９．１２　段落９．１０に記載のハブであって、受入部は、ストッパーを受け入れるた
めの凹部をさらに備え、凹部は、対応するストッパーの寸法よりも大きい長手方向の寸法
を有しているハブ。
【０１８７】
　９．１３　段落９．１２に記載のハブであって、ストッパーは、凹部とともにシールを
形成し、膨張流体が通ることを防止するハブ。
【０１８８】
　９．１４　段落９．１０に記載のハブであって、ストッパーはＯリングを備えるハブ。
【０１８９】
　９．１５　カテーテルであって、バルーンに接続される遠位端部と、スライド移動のた
めに装着される近位端部と、を有するガイドワイヤーシャフトを備えるカテーテル。
【０１９０】
　９．１６　段落９．１ないし段落９．１５のいずれか１つに記載のカテーテルであって
、バルーン上に薬品をさらに備えるカテーテル。
【０１９１】
　９．１７　カテーテルであって、ガイドワイヤーシャフトの近位端部を受け入れるため
のハブを備え、シャフトは、拘束された態様でハブに対してスライド可能に移動するよう
に構成されているカテーテル。
【０１９２】
　１０．１　バルーンカテーテルであって、長手方向に間隔を離して配置された近位端部
および遠位端部を有する細長いチューブ状のシャフトであって、遠位部分に沿って少なく
とも１つのＸ線不透過性の識別子を有するシャフトを備え、遠位部分は、長手方向の伸長
に抵抗性を有する材料から形成されており、バルーンカテーテルは、さらに、シャフトの
遠位部分にわたり延在する膨張可能な非追従性のバルーンを備えるバルーンカテーテル。
【０１９３】
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　１０．２　段落１０．１に記載のカテーテルであって、バルーンは、略円錐形状の部位
同士の間に位置決めされる略円筒形状のバレル部位を備え、バレル部位は、Ｘ線不透過性
の識別子に整合する少なくとも１つの縁部を有する作用表面を備えるカテーテル。
【０１９４】
　１０．３　段落１０．２に記載のカテーテルであって、Ｘ線不透過性の識別子は、作用
表面の少なくとも１つの縁部に位置決めされる第１のマーカーを備え、作用表面の長手方
向の反対側の縁部に位置決めされる第２のマーカーをさらに備えるカテーテル。
【０１９５】
　１０．４　段落１０．２に記載のカテーテルであって、それぞれのマーカーは、シャフ
トの遠位部分にスエージ加工されたＸ線不透過性のバンドを備えるカテーテル。
【０１９６】
　１０．５　段落１０．１に記載のカテーテルであって、シャフトの遠位部分は、バルー
ンの近位端部からバルーンの遠位端部までガイドワイヤーをガイドするように構成された
チューブを備えるカテーテル。
【０１９７】
　１０．６　段落１０．１に記載のカテーテルであって、少なくともシャフトの遠位部分
は鋼鉄を含有するカテーテル。
【０１９８】
　１０．７　段落１０．１に記載のカテーテルであって、前記シャフトは鉄を含有するカ
テーテル。
【０１９９】
　１０．８　段落１０．６または段落１０．７に記載のカテーテルであって、鋼鉄シャフ
トはステンレス鋼を含有するカテーテル。
【０２００】
　１０．９　段落１０．７または段落１０．８に記載のカテーテルであって、鋼鉄シャフ
トは、バルーンによって覆われた遠位部分以外の部分に沿ってスパイラルカットを備える
カテーテル。
【０２０１】
　１０．１０　段落１０．７または段落１０．８に記載のカテーテルであって、鋼鉄シャ
フトはポリマー層を備えるカテーテル。
【０２０２】
　１０．１１　段落１０．１０に記載のカテーテルであって、ポリマー層はシャフトの外
側層を備えるカテーテル。
【０２０３】
　１０．１２　段落１０．１に記載のカテーテルであって、シャフトの遠位部分は、編組
またはメッシュを有するポリマーシャフトを備えるカテーテル。
【０２０４】
　１０．１３　段落１０．１に記載のカテーテルであって、バルーンは、略円錐形状の部
位同士の間に位置決めされる略円筒形状のバレル部位を備え、シャフトの遠位部分は、第
１の円錐形状の部位の第１の端部から第２の円錐形状の部位の第２の端部まで延在するカ
テーテル。
【０２０５】
　１０．１４　段落１０．１に記載のカテーテルであって、非追従性のバルーンは、１つ
以上の非弾性繊維を含有するカテーテル。
【０２０６】
　１０．１５　段落１０．１に記載のカテーテルであって、非追従性のバルーンは、ポリ
エチレンテレフタレートを含有するカテーテル。
【０２０７】
　１０．１６　段落１０．１ないし段落１０．１５のいずれか１つに記載のカテーテルで
あって、バルーン上に薬品をさらに備えるカテーテル。
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【０２０８】
　１１．１　バルーンカテーテルであって、長手方向に延在するシャフトであって、圧縮
状態から拡張状態へ長手方向に拡張するように構成され、少なくとも１つのＸ線不透過性
の識別子を支持するシャフトと、シャフトに沿って位置決めされる膨張可能なバルーンで
あって、膨張されるときに、少なくともシャフトの拡張状態においてＸ線不透過性の識別
子と整合させるための作用表面を有するバルーンと、を備えるバルーンカテーテル。
【０２０９】
　１１．２　段落１１．１に記載のカテーテルであって、拡張可能なシャフトは、拡張可
能なエレメントに縦に並んで接続される第１の部分を備えるカテーテル。
【０２１０】
　１１．３　段落１１．１または段落１１．２に記載のカテーテルであって、拡張可能な
エレメントはスプリングを備えるカテーテル。
【０２１１】
　１１．４　段落１１．３に記載のカテーテルであって、スプリングはコイルスプリング
を備えるカテーテル。
【０２１２】
　１１．５　段落１１．３または段落１１．４に記載のカテーテルであって、スプリング
は引っ張りコイルスプリングを備えるカテーテル。
【０２１３】
　１１．６　段落１１．２に記載のカテーテルであって、拡張可能なエレメントは蛇腹を
備えるカテーテル。
【０２１４】
　１１．７　段落１１．２に記載のカテーテルであって、拡張可能なエレメントは繊維マ
トリクスを備えるカテーテル。
【０２１５】
　１１．８　段落１１．７に記載のカテーテルであって、繊維マトリクスに関連付けられ
たスプリングをさらに備えるカテーテル。
【０２１６】
　１１．９　段落１１．２ないし段落１１．８のいずれか１つに記載のカテーテルであっ
て、拡張可能なエレメントは、バルーンの内部区画の内側にあるカテーテル。
【０２１７】
　１１．１０　段落１１．２ないし段落１１．８のいずれか１つに記載のカテーテルであ
って、拡張可能なエレメントは、バルーンの内部区画の外側にあるカテーテル。
【０２１８】
　１１．１１　段落１１．２ないし段落１１．１０のいずれか１つに記載のカテーテルで
あって、拡張可能なエレメントは、バルーンの一方の端部に接続されるカテーテル。
【０２１９】
　１１．１２　段落１１．２ないし段落１１．１０のいずれか１つに記載のカテーテルで
あって、拡張可能なエレメントは、シャフトの第１の部分をシャフトの第２の部分に接続
するカテーテル。
【０２２０】
　１１．１３　段落１１．１ないし段落１１．１２のいずれか１つに記載のカテーテルで
あって、シャフトは、膨張流体をバルーンに移送するための膨張ルーメンを備えるカテー
テル。
【０２２１】
　１１．１４　段落１１．１ないし段落１１．１３までのいずれか１つに記載のカテーテ
ルであって、少なくとも部分的に拡張状態にある拡張可能なシャフトは、膨張流体をバル
ーンに移送するためのポートを備え、ポートは、シャフトが非拡張状態にあるときに閉じ
られるカテーテル。
【０２２２】
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　１１．１５　段落１１．１ないし段落１１．１４までのいずれか１つに記載のカテーテ
ルであって、拡張可能なシャフトは、シャフトの第１の部分をシャフトの第２の部分に接
続する第１の拡張可能なエレメントを備え、シャフトの第２の部分をシャフトの第３の部
分に接続する第２の拡張可能なエレメントをさらに備えるカテーテル。
【０２２３】
　１１．１６　段落１１．１５に記載のカテーテルであって、第１および第２の拡張可能
なエレメントは、第１および第２のコイルスプリングを備えるカテーテル。
【０２２４】
　１１．１７　段落１１．１６に記載のカテーテルであって、第１および第２のコイルス
プリングは、異なるばね定数を有しているカテーテル。
【０２２５】
　１１．１８　段落１１．１ないし段落１１．１７までのいずれか１つに記載のカテーテ
ルであって、Ｘ線不透過性の識別子は、間隔を置いて配置された一対のＸ線不透過性のマ
ーカーを備え、一方が、作用表面の第１の端部と整合して位置決めされ、他方が、作用表
面の第２の端部に位置決めされるカテーテル。
【０２２６】
　１１．１９　段落１１．１５ないし段落１１．１８のいずれか１つに記載のカテーテル
であって、第１および第２の拡張可能なエレメントはＸ線不透過性の材料を含有するカテ
ーテル。
【０２２７】
　１１．２０　段落１１．１ないし段落１１．１９のいずれか１つに記載のカテーテルで
あって、Ｘ線不透過性の識別子はスプリングを備えるカテーテル。
【０２２８】
　１１．２１　段落１１．２に記載のカテーテルであって、拡張可能なエレメントは、可
変のばね定数を有するスプリングを備えるカテーテル。
【０２２９】
　１１．２２　段落１１．１な１１．２１のいずれか１つに記載のカテーテルであって、
シャフトはガイドワイヤールーメンを備えるカテーテル。
【０２３０】
　１１．２３　段落１１．１ないし段落１１．２２のいずれか１つに記載のカテーテルで
あって、バルーンの外部のガイドワイヤーを受け入れるために、先端部に隣接する通路を
さらに備えるカテーテル。
【０２３１】
　１１．２４　段落１１．２に記載のカテーテルであって、第１の部分は、シャフトの遠
位端部に隣接しているカテーテル。
【０２３２】
　１１．２５　バルーンカテーテルであって、シャフトと、バルーンと、長手方向に拡張
するように構成され、シャフトをバルーンに接続する拡張可能なエレメントと、を備える
バルーンカテーテル。
【０２３３】
　１１．２６　段落１１．２５に記載のカテーテルであって、拡張可能なエレメントは、
スプリング、蛇腹、繊維マトリクス、または、これらの組合せからなる群から選択される
カテーテル。
【０２３４】
　１１．２７　段落１１．２５または段落１１．２６に記載のカテーテルであって、拡張
可能なエレメントは、カプセル化されたスプリングを備えるカテーテル。
【０２３５】
　１１．２８　バルーンカテーテルであって、バルーンと、流体をバルーンに供給するた
めに、長手方向に拡張するように構成された拡張可能なエレメントを有する膨張ルーメン
と、を備えるバルーンカテーテル。
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【０２３６】
　１１．２９　段落１１．２５ないし段落１１．２８のいずれか１つに記載のカテーテル
であって、拡張可能なエレメントはＸ線不透過性の材料を含有するカテーテル。
【０２３７】
　１１．３０　段落１１．１ないし段落１１．２９のいずれか１つに記載のカテーテルで
あって、バルーン上に薬品をさらに備えるカテーテル。
【０２３８】
　１２．１　バルーンカテーテルであって、長手方向に延在する細長いチューブ状のシャ
フトであって、近位端部および遠位端部を有するシャフトと、作用表面を有するバルーン
壁部から形成された膨張区画を有するバルーンと、を備え、作用表面の場所を識別するた
めの識別子を受け入れるように構成された作用表面に隣接する少なくとも１つのチャンバ
ーをさらに備えるバルーンカテーテル。
【０２３９】
　１２．２　段落１２．１に記載のバルーンカテーテルであって、シャフトは、チャンバ
ーに流体を供給するための第１のルーメンを備えるバルーンカテーテル。
【０２４０】
　１２．３　段落１２．２に記載のバルーンカテーテルであって、シャフトは、第１のル
ーメンとチャンバーとの間にポートを備えるバルーンカテーテル。
【０２４１】
　１２．４　段落１２．２に記載のバルーンカテーテルであって、シャフトは、バルーン
の内部区画に流体を供給するための第２のルーメンを備えるバルーンカテーテル。
【０２４２】
　１２．５　段落１２．４に記載のバルーンカテーテルであって、シャフトは、第２のル
ーメンと内部区画との間にポートを備えるバルーンカテーテル。
【０２４３】
　１２．６　段落１２．１ないし段落１２．５のいずれか１つに記載のバルーンカテーテ
ルであって、識別子は造影剤を含有するバルーンカテーテル。
【０２４４】
　１２．７　段落１２．１ないし段落１２．６のいずれか１つに記載のバルーンカテーテ
ルであって、造影剤は、Ｘ線不透過剤、ポリビニルアセテート、セルロース、流体、液体
、固体、粉末、または、これらの組合せからなる群から選択された材料を含有するバルー
ンカテーテル。
【０２４５】
　１２．８　段落１２．１ないし段落１２．７のいずれか１つに記載のバルーンカテーテ
ルであって、チャンバーは、バルーンの近位端部において第１のチャンバーを備え、バル
ーンの遠位端部において第２のチャンバーをさらに備えるバルーンカテーテル。
【０２４６】
　１２．９　段落１２．８に記載のバルーンカテーテルであって、第２のチャンバーは、
ポートを介して第１のチャンバーに流体連通するシャフト内のルーメンから識別子を受け
入れるように構成されたバルーンカテーテル。
【０２４７】
　１２．１０　段落１２．１ないし段落１２．９のいずれか１つに記載のバルーンカテー
テルであって、チャンバーは略環状であるバルーンカテーテル。
【０２４８】
　１２．１１　段落１２．１ないし段落１２．１０のいずれか１つに記載のバルーンカテ
ーテルであって、チャンバーは、バルーンのバレル部位から円錐形状の部位への移行部と
、バルーンの端部との間に位置決めされるバルーンカテーテル。
【０２４９】
　１２．１２　段落１２．１ないし段落１２．１１のいずれか１つに記載のバルーンカテ
ーテルであって、チャンバーは、バルーン壁部に取り付けられるフィルムによって提供さ
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【０２５０】
　１２．１３　段落１２．１ないし段落１２．１２のいずれか１つに記載のバルーンカテ
ーテルであって、チャンバーはバルーン壁部内に埋め込まれるバルーンカテーテル。
【０２５１】
　１２．１４　段落１２．１ないし段落１２．１３のいずれか１つに記載のバルーンカテ
ーテルであって、チャンバーは、バルーン壁部とシャフトの外側表面との間に延在するフ
ィルムによって提供されるバルーンカテーテル。
【０２５２】
　本開示は、特定の実施形態を提示し、本発明概念を図示しているが、説明されている実
施形態に対する多数の修正例、代替例、および変形例が、添付の特許請求の範囲に規定さ
れているように、本発明の領域および範囲から逸脱することなく可能である。例えば、様
々な実施形態において提供されている範囲および数値は、公差に起因して、環境的な要因
および材料品質の変化に起因して、ならびに、構造体およびバルーンの形状の修正に起因
して、変動を受け、したがって、近似されるように考慮されることができ、「約」という
用語は、関連の値が、少なくとも、そのような要因に起因して変化し得るということを意
味している。したがって、本発明は、説明されている実施形態に限定されるべきでなく、
本発明は、以下の特許請求の範囲およびその均等物の言語によって規定される全範囲を有
するということが意図されている。
【符号の説明】
【０２５３】
　　１０…カテーテル
　　１１…遠位部分
　　１２…バルーン
　　１４…カテーテルチューブ
　　１４ａ…側方開口部
　　１５ａ…近位端部
　　１５ｂ…遠位端部
　　１６…中間部位（バレル部位）
　　１７…膨張ルーメン
　　１８，２０…端部部位（円錐部位）
　　２３…ガイドワイヤールーメン
　　２４…シャフト
　　２５…第１のポート
　　２６…ガイドワイヤー
　　２７…コネクター
　　２８…壁部
　　２９…第２のポート
　　３０…マーキング
　　３２ａ，３２ｂ…第２のストリップ
　　３４ａ…バンド
　　３７…ストリップ
　　３８ａ…ストリップ
　　３９…円
　　Ｐ…先端部
　　Ｗ…作用表面
　　Ｏ…ロゴ
　　Ｄ…薬品
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月11日(2014.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルーンカテーテルであって、
　長手方向に延在する細長いチューブ状のシャフトであって、近位端部および遠位端部を
有するシャフトと、
　前記シャフトの前記遠位端部に沿って支持される膨張可能なバルーンであって、膨張さ
れるときに、間隔を置いて配置された第１および第２の円錐形状の端部部位と、前記円錐
形状の端部部位同士の間の作用表面と、を有するバルーンと
　を備え、
　前記バルーンは、前記円錐形状の端部部位から前記作用表面への移行部を識別する少な
くとも１つのＸ線不透過性のマーキングをさらに備え、
　前記マーキングは、前記第１および第２の円錐形状の端部部位上の第１のパターンを備
え、前記作用表面上の別の第２のパターンをさらに備える
　バルーンカテーテル。
【請求項２】
　請求項１に記載のカテーテルであって、
　前記少なくとも１つのＸ線不透過性のマーキングは、
　　前記第１の円錐形状の端部部位と前記作用表面との間の第１の移行部において、第１
のＸ線不透過性のマーキングを備え、
　　前記第２の円錐形状の端部部位と前記作用表面との間の第２の移行部において、第２
のＸ線不透過性のマーキングをさらに備える
　カテーテル。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のカテーテルであって、
　前記少なくとも１つのマーキングはストリップを備える
　カテーテル。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　ストリップの形態の複数のＸ線不透過性のマーキングをさらに備える
　カテーテル。
【請求項５】
　請求項４に記載のカテーテルであって、
　前記ストリップは、前記第１および第２の円錐形状の端部部位の間で少なくとも部分的
に長手方向に延在する
　カテーテル。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載のカテーテルであって、
　前記ストリップは環状のバンドを備える
　カテーテル。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　間隔を置いて配置された少なくとも２つのＸ線不透過性のマーキングは、
　　それぞれの円錐形状の端部部位に設けられており、
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　　それぞれの円錐形状の端部部位の遠位部分および近位部分に隣接するマーキングを備
える
　カテーテル。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記バルーンは、
　　前記第１および第２の円錐形状の端部部位の間にバレル部位を備え、
　　前記バレル部位上に複数のＸ線不透過性のマーキングをさらに備える
　カテーテル。
【請求項９】
　請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記少なくとも１つのマーキングは、パターン、ストリップ、ブランド、ロゴ、文字、
数字、単語、または、それらの組合せからなる群から選択される
　カテーテル。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記識別子はスケールを備える
　カテーテル。
【請求項１１】
　請求項１ないし請求項１０のいずれか一項に記載のカテーテルであって、
　前記バルーンは薬品を備える
　カテーテル。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のカテーテルであって、
　前記薬品は、前記Ｘ線不透過性のマーキングの場所に対応している
　カテーテル。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のカテーテルであって、
　前記薬品は、前記Ｘ線不透過性のマーキング以外の場所に対応している
　カテーテル。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のカテーテルであって、
　前記Ｘ線不透過性のマーキングは、Ｘ線不透過剤を含有するように製剤化された前記薬
品を含有する
　カテーテル。
【請求項１５】
　バルーンであって、
　前記バルーンの壁部の作用表面上に保持される薬品と、
　前記バルーン上の前記薬品の場所を識別するＸ線不透過性の識別子と
　を備えるバルーン。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のバルーンであって、
　前記Ｘ線不透過性の識別子は、前記薬品を含有する製剤と混合されたＸ線不透過性の材
料を含有する
　バルーン。
【請求項１７】
　請求項１５または請求項１６に記載のバルーンであって、
　前記作用表面は、前記バルーンのバレル部位に沿っており、
　前記Ｘ線不透過性の識別子は、前記バルーンの円錐部位の一方または両方にある
　バルーン。
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【請求項１８】
　薬品でコーティングされたバルーンを生成する方法であって、
　前記薬品の場所は、Ｘ線不透過性によって識別され、
　前記方法は、Ｘ線不透過性の薬剤と、薬品と、を前記バルーンに適用する工程を備える
　方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法であって、
　前記適用する工程は、前記Ｘ線不透過性の薬剤を前記薬品と混合する工程を備える
　方法。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の方法であって、
　前記適用する工程は、
　　前記Ｘ線不透過性の薬剤を前記バルーンの一部分に適用する工程と、
　　前記一部分に前記薬品を提供する工程と
　を備える方法。
【請求項２１】
　請求項１８に記載の方法であって、
　前記適用する工程は、
　　前記Ｘ線不透過性の薬剤を前記バルーンの一部分に適用する工程と、
　　前記一部分以外の部分に前記薬品を提供する工程と
　を備える方法。
 



(34) JP 2015-509436 A 2015.3.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(35) JP 2015-509436 A 2015.3.30

10

20

30

40



(36) JP 2015-509436 A 2015.3.30

10

20

30

40



(37) JP 2015-509436 A 2015.3.30

10

20

30

40



(38) JP 2015-509436 A 2015.3.30

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(72)発明者  バーン，パット
            アイルランド国カウンティ・ウェクスフォード，エニスコーシー，クラネゴル，スプリングフィー
            ルド
(72)発明者  クロール，アンジェラ・スーザン
            アメリカ合衆国アリゾナ州８５２８１，テンペ，ウエスト・サード・ストリート　１６２５
(72)発明者  リーギ，ロバート
            アメリカ合衆国アリゾナ州８５２２４，チャンドラー，ウエスト・デトロイト・プレース　２３８
            ３
(72)発明者  ロナン，アラン
            アイルランド国カウンティ・ウェクスフォード，エニスコーシー，モイン・アッパー
(72)発明者  ウェールズ，ポール・マートン
            アイルランド国カウンティ・コーク，ファーモイ，キャッスルハイド，イースト・ロッジ
(72)発明者  ウォール，ショーン
            アイルランド国カウンティ・ウェクスフォード，エニスコーシー，モイン・アッパー
Ｆターム(参考) 4C167 AA07  BB02  BB06  BB10  BB11  BB12  BB20  BB26  BB28  BB39 
　　　　 　　        BB40  BB43  BB63  CC09  DD01  GG21  HH08  HH12 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

