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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
体内用医療器具であって、
　ａ）基端部と先端部とを有する長尺状のシャフトと、
　ｂ）前記長尺状のシャフトの一部の周囲に配置されて、基端部と先端部とその間に延び
る本体とを有し、複数の巻線が前記長尺状のシャフトの長手方向においてコイル長を形成
するようにらせん状に巻回されたコイルと、
　ｃ）前記巻回されたコイルの外周面の少なくとも一部に沿って長手方向に配置された熱
可塑性ポリマーからなるスリーブと、
　ｄ）前記巻回されたコイルの外周面においてほぼ全長にわたって点在させた複数の離間
した装着ポイントとを備え、該複数の離間した装着ポイントの各々は、前記巻回されたコ
イルの外周面において前記熱可塑性ポリマースリーブを２個以上のコイル巻線に対して固
定することとを特徴とする体内用医療器具。
【請求項２】
前記コイルは前記長尺状シャフトの先端部の一部の周囲に配置されることを特徴とする請
求項１に記載の体内用医療器具。
【請求項３】
前記離間した複数の装着ポイントは、前記コイル長に沿って配置された１０個以上の離間
する装着ポイントを含む請求項１または２に記載の体内用医療器具。
【請求項４】
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前記離間した複数の装着ポイントは、前記コイル長に沿って不均一なパターンを形成する
請求項１～３のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項５】
前記離間した複数の装着ポイントは、前記コイルの先端部に向かって数が減少する請求項
１～４のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項６】
前記離間した複数の装着ポイントは、前記コイルの基端部に向かって数が減少する請求項
１～４のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項７】
前記離間した複数の装着ポイントは、前記コイル長に沿って均一なパターンを形成する請
求項１～３のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項８】
前記コイルの巻線はラウンドワイヤからなる請求項１～７のいずれか一項に記載の体内用
医療器具。
【請求項９】
前記コイルの巻線は近接する巻線と接触するように巻回されることと、前記コイルの巻線
は近接する巻線と接触しないように巻回されることと、および前記コイルは、前記巻線が
近接する巻線と接触する部分と接触しない部分とを備えることとのいずれかを特徴とする
請求項１～８のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項１０】
体内の組織を損傷することを防止するための円形の先端チップをさらに備える請求項１～
９のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項１１】
前記長尺状シャフトの少なくとも一部は中空状および中実状のいずれか一方である請求項
１～１０のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項１２】
前記長尺状シャフトはその長さの少なくとも一部に沿って円形断面を有する請求項１～１
１のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項１３】
前記長尺状シャフトはその基端部から先端部へ向かってテーパ形状をなし、該テーパ形状
は均一および階段状のいずれか一方をなすように構成される請求項１～１２のいずれか一
項に記載の体内用医療器具。
【請求項１４】
前記コイルの内面の少なくとも一部と前記長尺状シャフトの外面との間には空間が形成さ
れる請求項１～１３のいずれか一項に記載の体内用医療器具。
【請求項１５】
前記離間する装着ポイントは、前記熱可塑性ポリマースリーブの離間するポイントを好適
に加熱することにより形成されて、それら離間するポイントにおいて前記ポリマーの少な
くとも一部が流れて前記コイルの２個以上の巻線に固定される請求項１～１４のいずれか
一項に記載の体内用医療器具。
【請求項１６】
体内用医療器具は体内用ガイドワイヤである請求項１～１５のいずれか一項に記載の体内
用医療器具。
【請求項１７】
体内用医療器具を形成するための方法であって、
　ａ）基端部と先端部とを有する長尺状のシャフトを提供する工程と、
　ｂ）前記長尺状のシャフトの一部の周囲に配置されて、基端部と先端部とその間に延び
る本体とを有し、複数の巻線が前記長尺状のシャフトの長手方向においてコイル長を形成
するようにらせん状に巻回されたコイルを提供する工程と、
　ｃ）前記巻回されたコイルの外周面の少なくとも一部に沿って熱可塑性ポリマーからな
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るスリーブを長手方向に配置する工程と、
　ｄ）前記巻回されたコイルの外周面において、ほぼ全長にわたって点在させた複数の装
着ポイントを形成する工程とを備え、該複数の装着ポイントの各々は、前記巻回されたコ
イルの外周面において前記熱可塑性ポリマースリーブを２個以上のコイル巻線に対して固
定することとを特徴とする方法。
【請求項１８】
前記離間した複数の装着ポイントを形成する工程は、前記離間する装着ポイントを形成す
るために熱エネルギーを使用する工程からなる請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記離間した複数の装着ポイントを形成する工程は、前記離間する装着ポイントを形成す
るために、前記熱可塑性ポリマースリーブを２個以上のコイルの巻線にレーザ溶接する工
程からなる請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
前記離間した複数の装着ポイントを形成する工程は、前記離間する装着ポイントを形成す
るために、前記熱可塑性ポリマースリーブを２個以上のコイルの巻線にレーザダイオード
溶接する工程からなる請求項１７～１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
前記離間した複数の装着ポイントを形成する工程は、前記コイル長に沿って配置された１
０個以上の離間する装着ポイントを形成する工程を含む請求項１７～２０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項２２】
前記離間した複数の装着ポイントを形成する工程は、前記コイル長に沿って離間する装着
ポイントの不均一なパターンを形成する工程を含む請求項１７～２１のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項２３】
前記離間した複数の装着ポイントを形成する工程は、前記コイルの先端部に向かって数が
減少する装着ポイントを形成する工程を含む請求項１７～２２のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２４】
前記離間した複数の装着ポイントを形成する工程は、前記コイル長に沿って離間する装着
ポイントの均一なパターンを形成する工程を含む請求項１７～２１のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項２５】
前記離間した複数の装着ポイントを形成する工程は、前記熱可塑性スリーブの少なくとも
一部を流すために、前記熱可塑性ポリマースリーブを離間する箇所において好適に加熱す
ることにより離間した装着要素を形成し、各離間する装着ポイントにおいて前記熱可塑性
ポリマーを２個以上の巻線に固定する工程を含む請求項１７～２４のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項２６】
前記体内用医療器具はガイドワイヤからなる請求項１７～２５のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２７】
請求項１７～２６のいずれか一項に記載の方法により製造された体内用医療器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カテーテルやガイドワイヤ等の様々な用途に有用な医療器具用コイルに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
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　カテーテルやガイドワイヤ等の様々な医療器具が開発されてきた。ガイドワイヤ等の医
療器具は、カテーテル等の器具に連結して使用され、患者の生体構造内での進行を容易に
するものである。患者の生体構造は、極めて蛇行しているため、長尺状の医療器具が特定
の性能を有していることが望ましい。ガイドワイヤ等の長尺状の医療器具に使用される多
数の異なる構造やアセンブリは、特定の長所や短所をそれぞれ備えていることはよく知ら
れている。しかしながら、それらに代わる構造やアセンブリに対する要望が依然としてあ
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上記した懸案を鑑みてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、医療器具構造およびアセンブリの代替の設計、材料、および製造方法を提供
する。
【０００５】
　したがって、本発明の一実施例は、コイル長を形成する複数の巻線を有するらせん状に
巻回されたコイルと、コイル長の一部の外周上に配置された熱可塑性ポリマーからなるス
リーブとを備える体内器具に関する。コイル長に沿って配置される離間した複数の装着ポ
イントの各々は、熱可塑性ポリマースリーブを２個以上のコイルの巻線に固定する。
【０００６】
　本発明の他の実施例は、外周を有しかつコイル長を形成する複数の巻線を有するらせん
状に巻回されたコイルと、コイル長の一部の外周上に配置された熱可塑性ポリマーからな
るスリーブとを備える体内器具に関する。離間した複数の装着ポイントは、外周の一部上
およびコイル長に沿ってのみ配置される。各離間した装着ポイントは、熱可塑性ポリマー
スリーブを２個以上のコイルの巻線に固定する。
【０００７】
　本発明の別の実施例は、長尺状シャフトと、長尺状シャフトの一部の周囲に配置された
コイル長を形成する複数の巻線を有するらせん状に巻回されたコイルと、コイル長の一部
の外周上に配置された熱可塑性ポリマーからなるスリーブとを備える医療器具に関する。
離間した複数の装着ポイントは、コイル長に沿って配置される。離間した複数の装着ポイ
ントの各々は、熱可塑性ポリマースリーブを２個以上のコイルの巻線に固定する。
【０００８】
　本発明のさらに別の実施例は、基端部とその反対側に先端部とを有する長尺状シャフト
と、先端部の一部の周囲に配置されるコイル長を形成する複数の巻線を有するらせん状に
巻回されたコイルと、コイル長の一部の外周上に配置された熱可塑性ポリマーからなるス
リーブとを備えるガイドワイヤに関する。離間した複数の装着ポイントは、コイル長に沿
って配置される。離間した複数の装着ポイントの各々は、熱可塑性ポリマースリーブを２
個以上のコイルの巻線に固定する。
【０００９】
　本発明のさらに別の実施例は、体内器具を形成する方法に関し、この方法には、コイル
長を形成する複数の巻線を有するらせん状に巻回されたコイルの一部の外周上に熱可塑性
ポリマースリーブを配置する工程と、コイル長に沿って離間した複数の装着ポイントを形
成する工程とを含む。離間した複数の装着ポイントの各々は、熱可塑性ポリマースリーブ
を２個以上のコイルの巻線に固定する。
　また、本発明の他の実施例は、体内用医療器具であって、ａ）基端部と先端部とを有す
る長尺状のシャフトと、ｂ）前記長尺状のシャフトの一部の周囲に配置されて、基端部と
先端部とその間に延びる本体とを有し、複数の巻線が前記長尺状のシャフトの長手方向に
おいてコイル長を形成するようにらせん状に巻回されたコイルと、ｃ）前記巻回されたコ
イルの外周面の少なくとも一部に沿って長手方向に配置された熱可塑性ポリマーからなる
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スリーブと、ｄ）前記巻回されたコイルの外周面においてほぼ全長にわたって点在させた
複数の離間した装着ポイントとを備え、該複数の離間した装着ポイントの各々は、前記巻
回されたコイルの外周面において前記熱可塑性ポリマースリーブを２個以上のコイル巻線
に対して固定することとを特徴とする。
　さらに、本発明の他の実施例は、体内用医療器具を形成するための方法であって、ａ）
基端部と先端部とを有する長尺状のシャフトを提供する工程と、ｂ）前記長尺状のシャフ
トの一部の周囲に配置されて、基端部と先端部とその間に延びる本体とを有し、複数の巻
線が前記長尺状のシャフトの長手方向においてコイル長を形成するようにらせん状に巻回
されたコイルを提供する工程と、ｃ）前記巻回されたコイルの外周面の少なくとも一部に
沿って熱可塑性ポリマーからなるスリーブを長手方向に配置する工程と、ｄ）前記巻回さ
れたコイルの外周面において、ほぼ全長にわたって点在させた複数の離間した装着ポイン
トを形成する工程とを備え、該複数の離間した装着ポイントの各々は、前記巻回されたコ
イルの外周面において前記熱可塑性ポリマースリーブを２個以上のコイル巻線に対して固
定することとを特徴とする。
【００１０】
　幾つかの実施例に関する上記の要約は、本発明の開示された各実施態様や各実施例を記
載することを意図するものではない。以下に記載する図面の説明や詳細な説明において、
これらの実施例についてより具体的に説明を行うものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に定義する用語については、請求項または本明細書のいずれかの個所に異なる定義
がある場合を除き、以下の定義が適用されるものとする。
【００１２】
　「ポリマー」という語は、ポリマー、コポリマー（例えば、２種類以上の異なるモノマ
ーを使用して形成されたポリマー）、オリゴマー、これらの組合せ、ならびに、例えば、
共押出成形やエステル交換を含む反応による混和性ブレンドにおいて形成されるポリマー
やオリゴマーやコポリマーが含まれると理解される。ブロックコポリマーやランダムコポ
リマーも、特に明記しない限りは含まれるものとする。
【００１３】
　全ての数値は、本明細書における記載の有無に関わらず、「約」という語により調整さ
れていると見なされる。「約」という語は、一般的に、当業者が記載された値（すなわち
、同じ機能や結果を有する）と同等と見なす範囲の数字を指す。多くの場合は、「約」と
いう語は、最も近い有効数字に四捨五入された数字を含む。
【００１４】
　指標となる数値による範囲指定を行う場合、当該範囲のすべての数値を含むものとする
。（例えば、１～５の場合、１，１．５，２，２．７５，３，３．８０，４，５を含む。
）
【００１５】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において使用されるように、単数形の「１つの（
ａ）」、「１つの（ａｎ）」、および「その（ｔｈｅ）」は、内容が明らかにそうではな
いものを示さない限りは、複数形の対象を含むことに留意すべきである。本明細書および
添付の特許請求の範囲に使用される場合において、「または」という語は、内容が明らか
にそうではないものを示さない限りは、および／またはという意味で用いられる。
【００１６】
　以下の記載は、図面を参照して読まれるべきであり、複数の図面における同様の符号は
同様の要素を示している。詳細な説明および図面は、特許請求の範囲に記載された発明の
実施例を説明するものである。
【００１７】
　例えば、本明細書に記載された特定の実施例におけるガイドワイヤに関して説明するが
、本発明は、開口部すなわちルーメンを介して患者の生体構造内へ進められるようになさ
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れた様々な医療器具に使用可能である。また、本発明は、固定されたワイヤ器具、カテー
テル（例えば、バルーンカテーテル、ステント搬送カテーテル等）、アテローム切除術カ
テーテルやＩＶＵＳカテーテル等の回転式器具に使用されるドライブシャフト、内視鏡、
腹腔鏡、塞栓予防装置、脊椎内や頭蓋内を進行するための装置、他の同様の装置に使用す
ることも可能である。さらに、実施例によっては、患者の血管系において使用するように
形成されてもよいが、他の実施例においては、他の生体構造において使用されるように形
成されてもよい。様々な材料や寸法や構造を使用して、所望の特徴に応じて適切な実施例
が構成されることは理解されるべきである。以下に説明する実施例は、例示を目的とする
ものであり、これらに限定するものではない。
【００１８】
　図１は、コイル１１０を備えるガイドワイヤ１００の断面を示しており、コイル１１０
は、コイル長Ｌに沿って配置される離間した複数の装着ポイントにより同コイルに固定さ
れた熱可塑性ポリマーからなるスリーブ１０１を備える。ガイドワイヤ１００はコア１３
０を備える。コアは基端部分１３１およびその反対側に先端部分１３２を有する。先端部
分１３２は、図１に示すように連続する複数のテーパ部分および一定の径を有する部分を
備えてもよい。コイル１１０は、コアの一部、例えばコアの先端部分１３２の周囲に配置
されてもよい。熱可塑性ポリマーからなるスリーブ１０１は、コイル長Ｌの少なくとも一
部の外周上に配置されてもよい。離間した複数の装着ポイント１２０は、コイル長Ｌに沿
って配置されてもよい。各装着ポイント１２０は、熱可塑性ポリマースリーブ１０１の一
部を２個以上のコイルの巻線１０５に固定する。
【００１９】
　コイル１１０は、金属、合金、ポリマー等を含む様々な材料から形成されてもよい。コ
イル１１０に使用される材料の例には、３０４Ｖ，３０４Ｌ，３１６Ｌステンレス鋼等の
ステンレス鋼を含む金属や合金；線形弾性（ｌｉｎｅａｒ　ｅｌａｓｔｉｃ）または超弾
性（すなわち、擬弾性）ニチノール等のニッケル－チタン合金を含む合金；ニッケル－ク
ロム合金；ニッケル－クロム－鉄合金；コバルト合金；タングステンまたはタングステン
合金；ＭＰ３５－Ｎ（Ｎｉ：約３５％、Ｃｏ：３５％、Ｃｒ：２０％、Ｍｏ：９．７５％
、Ｆｅ：１％以下、Ｔｉ：１％以下、Ｃ：０．２５％以下、Ｍｎ：０．１５％以下、Ｓｉ
：０．１５％以下の組成を有する）；ハステロイ；モネル４００；インコネル６２５等や
、その他好適な材料、またはこれらの組み合わせもしくは合金が含まれる。好適な材料に
は、他に高性能ポリマー等のポリマー材料が含まれる。
【００２０】
　幾つかの実施例において、コイル１１０またはその一部は、放射線不透過性材料により
形成されたり、コーティングされたり、めっきされていてもよく、あるいは、他の方法に
より放射線不透過性材料を含んでいてもよい。放射線不透過材料とは、医療処置中に、透
視スクリーン上或いはその他の画像化技術において、比較的明るい像を得ることができる
材料のことである。この比較的明るい像により、医療器具１００の使用者はその位置を確
認することができる。放射線不透過材料の例としては、金、プラチナ、パラジウム、タン
タル、タングステン合金、放射線不透過充填剤を含んだポリマー材料等や、これらの組み
合わせまたは合金が含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００２１】
　また、コイル１１０やガイドワイヤ１００の他の部分は、一定の磁気共鳴映像法（ＭＲ
Ｉ）に対する適合性を付与する材料や構造を有してもよい。例えば、ＭＲＩ装置に対する
適合性を強化するために、一定のＭＲＩに対する適合性を付与するような方法でコイル１
１０やガイドワイヤ１００の他の部分を形成することが望ましい。例えば、長尺状のシャ
フト、すなわちコア１３０、コイル１１０、またはそれらの一部、ガイドワイヤ１００の
他の部分は、画像をゆがめず、アーチファクト（画像における間隙のこと）を生じさせな
い材料から形成されてもよい。例えば、特定の強磁性材料は、ＭＲＩにおける画像にアー
チファクトを生じさせるため適していない。長尺状のシャフト、すなわちコア１３０、コ
イル１１０、またはそれらの一部は、ＭＲＩ装置が撮像できる材料で形成されていてもよ
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い。これらの特性を示す材料には、例えば、タングステン、エルジロイ、ＭＰ３５Ｎ、ニ
チノール等や、その他の材料、またはこれらの組み合わせもしくは合金が含まれる。
【００２２】
　幾つかの実施例においては、コイル１１０は、コアワイヤ１３０や先端チップ１４０と
適合性を有する材料から形成されてもよい。使用される特定の材料は、所望される可撓性
に求められる要件や他の所望される特徴に基づいて選択されてもよい。幾つかの特定の実
施例においては、コイル１１０は、線形弾性すなわち超弾性ニチノール等の、超弾性や線
形弾性を有するニッケルチタン合金から形成されてもよい。
【００２３】
　ニチノールという語は、米国国防省海軍武器研究所（ＮＯＬ）において、この材料が持
つ形状記憶性を初めて観察した研究者のグループにより名付けられた。ニチノールという
語は、ニッケル（Ｎｉ）およびチタン（Ｔｉ）の元素記号を含む頭字語と、国防省海軍武
器研究所（ＮＯＬ）を示す頭字語とからなる。販売されているニチノール合金のファミリ
ーには、超弾性（すなわち、擬弾性）と呼ばれるカテゴリと、線形弾性と呼ばれるカテゴ
リがある。これら２種類の材料は、化学的に類似しているが、各々異なる有用な力学的性
質を示す。超弾性ニチノール、線形弾性ニチノールのどちらか、或いは、その両方が使用
されてもよい。
【００２４】
　線形弾性を示す好適なニッケル－チタン合金の例としては、株式会社古河テクノマテリ
アル（日本国神奈川県に所在）より販売されるＦＨＰ－ＮＴ合金が挙げられる。線形弾性
を示す好適なニッケル－チタン合金の例には、米国特許第５２３８００４号明細書および
同特許第６５０８８０３号明細書に開示されたものが含まれるが、これら特許文献に開示
された内容は本願においても開示されたものとする。
【００２５】
　コイル１１０は、所望の可撓性を得られるように、寸法の異なるラウンドワイヤまたは
平らなリボン状ワイヤで形成することができる。なお、本発明の趣旨から逸脱することな
く、他の断面形状や形状の組み合わせを用いることができる。例えば、コイルを形成する
ワイヤまたはフィラメントの断面形状は、楕円形、矩形、正方形、三角形、多角形等や、
任意の好適な形状とすることができる。幾つかの実施例において、コイル１１０は、約０
．００１～０．０１５インチ（約０．００２５４～０．０３８１ｃｍ）の径、約０．１～
２０インチ（約０．２５４～５０．８ｃｍ）の長さからなる円形のリボン状であってもよ
いが、他の寸法も意図されている。
【００２６】
　コイル１１０は、従来の巻回技術を用いて、らせん状に巻き付けられてもよい。コイル
４６の近接するターンのピッチは、各ターンが後続のターンに接触するように詰めて巻か
れていてもよく、コイル１１０が各ターンの間隔が空いた状態で巻かれるように設定され
てもよい。
【００２７】
　熱可塑性ポリマースリーブ１０１は、コイル１１０の少なくとも一部の外周上に配置さ
れてもよい。熱可塑性ポリマースリーブ１０１は、任意の熱可塑性ポリマーから形成され
てもよい。熱可塑性ポリマーには、ポリウレタン、ポリアミド、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ
）、フルオロカーボン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル、
アクリル樹脂が含まれるが、これらに限定されるものではない。これらの材料を加熱する
と、軟化あるいは溶解し、さらに冷却すると硬化する。
【００２８】
　熱可塑性ポリマースリーブ１０１は、コイル長Ｌに沿って離間して配置された複数の装
着ポイント１２０に固定される。各離間した装着ポイント１２０は、熱可塑性ポリマース
リーブ１０１を２個以上の巻線１０５に固定する。
【００２９】
　各離間した装着ポイント１２０は、２，３，４，５，６，７，８，９，１０あるいはそ
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れ以上のコイル巻線１０５を熱可塑性ポリマースリーブ１０１に固定すなわち接合する。
２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，
１８，１９，２０，２５，３０，３５，４０あるいはそれ以上の離間した装着ポイント１
２０が、コイル長Ｌに沿って均一または不均一に配置されてもよい。幾つかの実施例にお
いては、各離間した装着ポイント１２０は、コイル巻線１０５を熱可塑性ポリマースリー
ブ１０１に接合するためだけに機能してもよい。装着ポイントの長さおよび幅は、器具の
所望な特徴に応じて変更することも可能である。例えば、幾つかの実施例においては、各
離間した装着ポイント１２０は、約０．１～０．３ｍｍの長さ、約０．１～０．５ｍｍの
幅を有してもよい。離間した装着ポイント１２０は、図２に示すようにコイル巻線１０５
に対して直交するように並べられた離間する要素であってもよい。離間した装着ポイント
１２０は、熱可塑性ポリマースリーブ１０１から形成される。
【００３０】
　コイル巻線１０５は、外周１５０を画定する。離間した装着ポイント１２０は、外周１
５０に沿って配置されることにより、外周１５０の一部のみが離間した装着ポイント１２
０により覆われる。各離間した装着ポイント１２０は、各巻線１０５の全外周１５０の一
部のみに配置されてもよく、幾つかの実施例においては、各巻線１０５の全外周１５０の
１０分の１未満であってもよい。換言すれば、少なくとも幾つかの実施例においては、各
離間した装着ポイント１２０は、コイル１１０の外周１５０に沿って延びないが、コイル
１１０の外周１５０の一部のみに沿って２個以上のコイル巻線に固定すなわち接合される
。したがって、各離間した装着ポイント１２０は、熱可塑性ポリマースリーブと、同スリ
ーブが装着されるコイルの巻線との間を接合し、同スリーブが装着されるコイルの巻線の
間を接合する。
【００３１】
　離間した装着ポイント１２０は、任意の好適な方法により形成されてもよく、例えば、
各装着ポイント１２０に対して所望の位置において熱可塑性ポリマースリーブ１０１を選
択的に加熱してもよい。熱可塑性ポリマースリーブの分離した部分や一部は、溶解すなわ
ちリフロー（ｒｅｆｌｏｗ）するまで加熱されて、熱可塑性ポリマースリーブの一部が隣
接するコイル面および／または隣接するコイル面の周囲へ流れる。次に、熱可塑性ポリマ
ースリーブのこれらの部分は、隣接するコイル面上および／または隣接するコイル面の周
囲に固定されるように冷却され硬化される。
【００３２】
　本発明の趣旨や範囲を逸脱することなく、様々な加熱方法を用いることが可能である。
様々な熱源を利用して熱可塑性ポリマーを溶解することが可能である。好適な加熱方法や
熱源の例には、レーザ溶接や同熱源、ＴＩＧ溶接や同熱源、マイクロプラズマ溶接や同熱
源、電子ビーム加工や同熱源、摩擦すなわち慣性溶接や同熱源、ハンダ付けや同熱源等の
溶接法や熱源が含まれる。そのような方法を使用する場合に、熱可塑性ポリマーは所望の
パターンにおいて加熱されて、離間した装着ポイントを形成する。
【００３３】
　レーザ溶接やレーザダイオード加工やこれらの熱源においては、光線を使用して必要な
熱が供給される。レーザ熱源が幾つかの実施例において有利であるのは、レーザ光線の熱
源を使用することにより精度が極めて高くなるからである。
【００３４】
　熱可塑性ポリマースリーブ１０１の離間した装着ポイント１２０は、コイル長Ｌに沿っ
て強化されたトルク伝達性、および強化された押圧性を提供でき、また、コイル１１０が
付与する可撓性も提供することができる。これは、少なくとも部分的には、複数のコイル
巻線を各離間した装着ポイントにおいて互いに接合することによるものである。トルク伝
達性および／または押圧性の程度は、少なくとも部分的に、コイルの長さに沿った離間し
た装着ポイント１２０の数および各装着ポイント１２０の寸法（すなわち、各装着ポイン
ト１２０に接合されたコイル巻線の数）によって決定される。当業者には、普遍命題とし
て、コイルの長さに沿ってより多くの離間した装着ポイント１２０を使用することにより
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、および／または、各装着ポイント１２０により接合されたコイル巻線１０５の数を増や
すことにより、トルク伝達性および／または押圧性がより強化されることが理解されよう
。離間した装着ポイント１２０の数および寸法は、所望の特徴を得るために変更されても
よい。
【００３５】
　離間した装着ポイント１２０を備える熱可塑性ポリマースリーブ１０１は、コイル１１
０をガイドワイヤ等の器具の他の構造に装着する前に、形成すなわちコイル１１０上に配
置されてもよく、実施例によっては、コイル１１０をガイドワイヤ１００のコア、すなわ
ちシャフト１３０や先端チップ１４０等の器具の他の構造に装着した後で、形成すなわち
コイル１１０上に配置されてもよい。
【００３６】
　上記したような、離間した装着ポイント１２０を有するポリマーシース１０１を備える
コイル１１０は、様々な医療器具に組み込まれてもよい。例えば、図１に示すように、コ
イル１１０は、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０を備えるガイドワイヤ１００に組
み込まれてもよい。コイル１１０は、長尺状のシャフト１３０の一部、例えば、先端部１
３２に配置されてもよい。しかしながら、離間した装着ポイント１２０を有するポリマー
シース１０１を備えるコイル１１０が、様々な医療器具に組み込まれてもよいことは理解
されるべきである。
【００３７】
　図１に示される実施例に関して、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０は、中実断面
あるいは中空断面を有してもよい。他の実施例においては、長尺状のシャフト、すなわち
コア１３０は、中実断面を有する領域と中空断面を有する領域の組み合わせを含んでいて
もよい。さらには、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０は、ラウンドワイヤ、平板状
をなすリボン、または様々な断面形状を有する他の同様な構造により形成することができ
る。長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の長さに沿った断面形状は、一定の形状であ
ってもよく、形状が変化していてもよい。例えば、図１は、断面がほぼ円形の長尺状のシ
ャフト、すなわちコア１３０を示す。本発明の趣旨から逸脱することなく、他の断面形状
や形状の組み合わせを用いることができることは理解されるであろう。例えば、長尺状の
シャフト、すなわちコア１３０の断面形状は、楕円形、矩形、正方形、多角形等や、任意
の好適な形状であってもよい。
【００３８】
　幾つかの実施例においては、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０は、任意の好適な
金属、ポリマー、複合材料から形成されることも可能である。幾つかの実施例において、
長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の一部または全体は、３０４Ｖ，３０４Ｌ，３１
６Ｌステンレス鋼等のステンレス鋼を含む金属や合金；線形弾性または超弾性（すなわち
、擬弾性）ニチノール等のニッケル－チタン合金を含む合金；ニッケル－クロム合金；ニ
ッケル－クロム－鉄合金；コバルト合金；タングステンまたはタングステン合金；ＭＰ３
５－Ｎ（Ｎｉ：約３５％、Ｃｏ：３５％、Ｃｒ：２０％、Ｍｏ：９．７５％、Ｆｅ：１％
以下、Ｔｉ：１％以下、Ｃ：０．２５％以下、Ｍｎ：０．１５％以下、Ｓｉ：０．１５％
以下の組成を有する）；ハステロイ；モネル４００；インコネル６２５等や、その他好適
な材料、またはこれらの組み合わせもしくは合金から形成されてもよい。使用される特定
の材料は、所望の可撓性に求められる要件、他の所望される特徴、あるいは長尺状のシャ
フト、すなわちコア１３０に基づいて部分的に選択されてもよい。幾つかの特定の実施例
においては、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０は、コイル１１０に関して上述した
ような材料である線形弾性や超弾性ニチノール等の、超弾性や線形弾性を有するニッケル
チタン合金から形成されてもよい。
【００３９】
　長尺状のシャフト、すなわちコア１３０は、全体が同一材料で形成されていてもよく、
実施例によっては、異なる材料で形成された部分を含んでいてもよい。実施例によっては
、コアワイヤ１３０の異なる部分を形成する材料は、ワイヤの異なる部分に様々な可撓性
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や剛性を付与するように選択することができる。例えば、基端部分１３１および先端部分
１３２は、異なる材料（すなわち、異なる弾性率を有する材料）から形成されることによ
り、異なる可撓性を備えることができる。実施例によっては、基端部１３１を形成する材
料には、押圧性およびトルク伝達性を得るために比較的剛性の高い材料が使用され、先端
部１３２を形成する材料には、横方向におけるより優れた追従性および操作性を得るため
に比較的可撓性の高い材料が使用されている。例えば、基端部分１３１は直線状の３０４
ｖステンレス鋼ワイヤで、先端部分１３２は直線記憶処理された（ｓｔｒａｉｇｈｔｅｎ
ｅｄ）超弾性合金又は線形弾性合金（ｌｉｎｅａｒ　ｅｌｅｓｔｉｃ　ａｌｌｏｙ）（例
えば、ニッケル－チタン合金）ワイヤで形成されていてもよい。
【００４０】
　長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の複数の部分が異なる材料で形成されている実
施例においては、これらの複数の部分は、任意の好適な連結技術を用いて互いに連結でき
る。例えば、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の複数の部分は、溶接、ハンダ付け
、ロウ付け、接着剤等、或いはこれらの組み合わせを用いて連結することができる。また
、幾つかの実施例においては、１個以上の機械的なコネクタ又はコネクタアセンブリを備
え、異なる材料で形成される長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の複数の部分を連結
してもよい。コネクタは、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の一部を連結するため
の任意の好適な構造を備えることができる。好適な構造の一例には、長尺状のシャフト、
すなわちコア１３０の異なる部分を適切に受承かつ連結するように寸法が設定された内径
を有するハイポチューブまたはコイル状ワイヤ等の構造が含まれる。異なるシャフト部分
を相互に連結するために使用される好適な方法および構造の例には、米国特許出願第０９
／９７２２７６号および同特許出願第１０／０８６９９２号に開示されており、これら特
許文献に開示された内容は本願においても開示されたものとする。
【００４１】
　少なくとも幾つかの実施例においては、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の一部
もしくは全体、コイル１１０、医療器具１００に含まれる他の構造は、放射線不透過性材
料でドープ、コーティング、もしくはめっきしたり、放射線不透過性材料で形成したり、
またはその他の方法で放射線不透過性材料を備えるようにしてもよい。さらに、幾つかの
実施例において、上述したように、一定のＭＲＩ適合性を医療器具１００に付与すること
が可能である。
【００４２】
　長尺状のシャフト、すなわちコア１３０は、１つまたは複数のテーパ形状すなわちテー
パ領域を備えることも可能である。テーパ領域は、線状、曲線状、均一、不均一、あるい
は階段状にテーパされてもよい。このようなテーパ形状の角度は、所望される可撓性に応
じて変更することができる。テーパ領域の長さは、剛性が徐々に変化する部分がより多く
（より長く）なるように、あるいはより少なく（より短く）なるように選択されてもよい
。長尺状のシャフト、すなわちコア１３０のほぼ任意の部分においてテーパ状をなしてい
てもよいこと、また、同テーパ状をなす部分において径が基端側へ向かって小さくなって
いても、あるいは先端側へ向かって小さくなっていてもよいことは、理解されるであろう
。径が小さくなる部分および径が一定の部分の数、構成、寸法、長さは、可撓性やトルク
伝達性といった所望の特性を得るために変更することができる。幾つかの実施例において
は、ガイドワイヤのコアワイヤ１３０は、コアワイヤが多数のテーパ状部分により離間さ
れた多数の一定の径部分を有するような形状を備えることも可能である。幾つかの実施例
においては、ガイドワイヤコアワイヤ１３０は、ほとんど、または全くテーパ形状を有し
ていなくてもよい。テーパ形状は、図１に示されるようであってもよく、あるいは、より
長く（より緩やかに）なっても、より短く（より急に）なってもよい。
【００４３】
　また、図１に示すガイドワイヤ１００は、ワイヤ、すなわちリボン１８０、および先端
チップ１４０を備える。ワイヤ、すなわちリボン１８０は、先端チップ１４０とコア１３
０との間に配置されてもよい。ワイヤ、すなわちリボン１８０は、コア１３０の先端部１
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３２に近接して装着され、先端方向へ延びて先端チップ１４０に達してもよい。幾つかの
実施例においては、ワイヤ、すなわちリボン１８０は、コイル状のワイヤ、すなわち巻回
されたワイヤやリボン等の組み立てられた、すなわち形成されたワイヤ構造であってもよ
い。図示された実施例においては、リボン１８０は、連結ポイント１３４において一定の
径を有する領域１３３に重なり合い、かつ、連結されるほぼ直線状のリボンである。実施
例によっては、リボン１８０は、約０．０５～１．０インチ（約０．１２７～２．５４ｃ
ｍ）の長さにおいて、一定の径を有する領域１３３に重なり合ってもよく、他の実施例に
おいては、重なり合う長さはより長くてもより短くてもよい。
【００４４】
　リボン１８０は、強度や可撓性等の所望の特性を付与すべく、任意の好適な材料で、適
切な寸法を有するように形成することができる。好適な材料の例としては、金属、合金、
ポリマー等が含まれる。実施例によっては、リボン１８０は、金属や、ステンレス鋼、ニ
ッケル－クロム合金、ニッケル－クロム－鉄合金、コバルト合金、直線記憶処理された超
弾性合金又は線形弾性合金（例えば、ニッケル－チタン）ワイヤ等のニッケル－チタン合
金といった合金で形成することができる。リボン１８０は、任意の好適な連結技術を用い
て連結することができる。連結技術の例には、ハンダ付け、ロウ付け、溶接、接着剤によ
る接合、圧着等が含まれる。実施例によっては、リボンまたはワイヤ１８０は、賦形構造
または安全構造として機能してもよい。
【００４５】
　先端チップ１４０は、所望の動作特性に応じて異なる材料から形成されてもよい。幾つ
かの実施例において、先端チップは、器具１００の先端部の非外傷性部分を形成すること
も可能である。幾つかの実施例において、先端チップ１４０は、溶接、ハンダ付け、ある
いは他の方法で、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の先端部１３２に連結できる金
属材料等の材料から形成されてもよい。例えば、幾つかの実施例において、先端チップ１
４０は、器具の先端部においてハンダ付けにより配置され、非外傷性の円形部分を形成す
るハンダチップであってもよい。他の実施例においては、先端チップは、予め組み立てら
れていても、部分的に組み立てられていてもよく、あるいは、溶接、ハンダ付け、ロウ付
け、圧着、摩擦係合、接着剤による接合、機械的連結等の好適な連結技術を用いて器具の
先端部に連結される構造であってもよい。ハンダ付け、深絞り、ロール成形、メタルスタ
ンピング、メタル射出成形、鋳造等の異なる方法を使用して、先端チップ１４０を形成す
ることも可能である。
【００４６】
　幾つかの実施例において、先端チップ１４０を他の構造に連結するために使用される特
定の接合技術と適合する材料から形成することは有効であるが、必ずしも必要ではない。
例えば、幾つかの特定の実施例において、先端チップ１４０を長尺状のシャフト、すなわ
ちコア１３０の先端部１３２と同様の金属や合金から形成することは、有効であるが必要
なことではない。例えば、長尺状のシャフト、すなわちコア１３０がステンレス鋼から形
成される場合、先端チップ１４０がステンレス鋼から形成されることは有効である。他の
実施例においては、先端チップ１４０および長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の先
端部１３２が、ニチノール等の同じ合金から形成されてもよい。
【００４７】
　幾つかの実施例において、ガイドワイヤ１００は、コーティング層１６０等の１つまた
は複数のコーティング層を任意で備えることも可能である。そのようなコーティング層は
、ポリマースリーブ１０１を形成するために使用する材料と同様あるいは異なる材料であ
ってもよく、ガイドワイヤアセンブリ１００の全体または一部上に配置される。図示され
た実施例において、コーティング層１６０はコアワイヤ１３０の基端部分上に延びる。幾
つかの実施例においては、コーティング層１６０は、所望の目的を行うために、親水性、
保護性、潤滑性、または他のタイプのコーティングであってもよい。フッ素ポリマー等の
疎水性コーティングにより乾性の潤滑性が備わるので、ガイドワイヤの取り扱いや器具の
交換が容易になる。潤滑性コーティングは、操作性を向上させ、病変部を通過する能力を
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高める。好適な潤滑性ポリマーは当技術分野において周知であり、ポリアリーレンオキサ
イド、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ハイドロキシアルキルセルロース
誘導体、アルギン、糖類、カプロラクトン等の親水性ポリマーや、これらの混合物や組み
合わせを含む。親水性ポリマーは、他の親水性ポリマーとブレンドするか、調合量の水不
溶性化合物（ポリマーを含む）とブレンドして、好適な潤滑性、結合性、溶解性を備えた
コーティングを生成してもよい。幾つかの実施例においては、ガイドワイヤのより先端側
の部分は、親水性ポリマーがコーティングされ、より基端側の部分１３１は、ポリテトラ
フルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等のフッ素ポリマーがコーティングされる。
【００４８】
　図１に示すガイドワイヤ１００を形成するために、リボンが図示されるように長尺状の
シャフト、すなわちコア１３０の基端側に位置決めされ装着される。リボン１８０は、溶
接、ハンダ付け、ロウ付け、圧着、摩擦係合、接着剤による接合、機械的連結等を含む好
適な方法により長尺状のシャフト、すなわちコア１３０に固定されてもよい。さらに、コ
イル１１０は、図示されるように長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の基端側に位置
決めされる。コイル１１０は、溶接、ハンダ付け、ロウ付け、圧着、摩擦係合、接着剤に
よる接合、機械的連結等を含む好適な方法により長尺状のシャフト、すなわちコア１３０
に固定されてもよい。図示される実施例において、コイル１１０は、その基端部が基端側
の装着ポイント１３５において長尺状のシャフト、すなわちコア１３０に固定されてもよ
く、その先端部が先端チップ１４０を介してリボン１８０に固定されてもよい。幾つかの
実施例において、先端チップ１４０は、リボン１８０およびコイル１１０にハンダ付けま
たは溶接されたハンダチップや溶接チップであり、非外傷性チップを形成する。他の実施
例においては、先端チップ１４０は、予め組み立てられていても、部分的に組み立てられ
ていてもよく、好適な連結技術を用いてリボン１８０およびコイル１１０に連結される。
【００４９】
　幾つかの実施例においては、コイル１１０および／またはリボン１８０は、長尺状のシ
ャフト、すなわちコア１３０に溶接され、先端チップ１４０は、コイル１１０および／ま
たはリボン１８０に溶接されてもよい。本発明の趣旨や範囲を逸脱することなく、様々な
溶接法が使用されてもよいことは明白である。一般的に、溶接とは、金属や合金等の二つ
の材料を十分に熱して各材料の隣接する表面の少なくとも一部を溶けた状態にすることに
より、二つの材料を結合させる処理をいう。隣接する材料を溶かすのに使用される熱源は
、様々なものを使用することができる。幾つかの実施例において好適な溶接法には、レー
ザ溶接、抵抗溶接、ＴＩＧ溶接、マイクロプラズマ溶接、電子ビーム溶接、及び摩擦また
はイナーシャ溶接が含まれる。
【００５０】
　実施例において好適なレーザ溶接機は、カリフォルニア州モンロビアのユニテック　ミ
ヤチ社およびミシガン州プリモスのロフィン－サイナー社から入手可能である。実施例に
おいて好適な抵抗溶接機は、カリフォルニア州カールスバッドのパロマ　プロダクト社お
よびカンザス州オラスのポラリス　エレクトロニクス社から入手可能である。実施例にお
いて好適なＴＩＧ溶接機は、カリフォルニア州ニューベリーパークのウェルドロジック社
から入手可能である。実施例において好適なマイクロプラズマ溶接機は、テネシー州スミ
ルナのプロセス　ウェルディング　システムズ社から入手可能である。
【００５１】
　幾つかの実施例においては、レーザまたはプラズマ溶接は、先端チップ１４０、コイル
１１０、リボン１８０、および／または長尺状のシャフト、すなわちコア１３０の１つま
たは複数を固定して結合させるために使用することができる。しかしながら、他の連結技
術を代替的あるいは組み合わせて使用してもよい。レーザ溶接において、必要な熱を供給
するために光線が使用される。レーザ溶接は、レーザ光熱源の使用により非常に優れた精
度を得られるため、本発明により想定される方法において好都合である。幾つかの実施例
においては、レーザダイオードによるハンダ付けが有用である。
【００５２】
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　上記したように、離間した装着ポイント１２０を備える熱可塑性ポリマースリーブ１０
１は、コイル１１０をガイドワイヤ１００等の器具の他の構造に装着する前に、形成すな
わちコイル１１０上に配置されてもよく、実施例によっては、コイル１１０をガイドワイ
ヤ１００のコアすなわちシャフト１３０や先端チップ１４０等の器具の他の構造に装着し
た後で、形成すなわちコイル１１０上に配置されてもよい。
【００５３】
　ガイドワイヤ１００は、他の賦形ワイヤまたは安全ワイヤやリボン、マーカバンドおよ
び／またはコイル、他の内コイルまたは外コイル、内シースまたは外シースやコーティン
グ等の他の構造を備えていてもよい。周知のように、当業者にはそのような他の構造を器
具に組み込む方法が認識されよう。
【００５４】
　図２は、コイル２００、およびコイル２００の一部上に配置され離間した複数の装着ポ
イント２２０を備える熱可塑性ポリマースリーブ２０１を示す側面図である。離間した複
数の装着ポイント２２０は、コイル長Ｌに沿った均一または不均一のパターンを形成する
。これら離間した複数の装着ポイント２２０は、コイル長Ｌに沿って減少または増加する
単位長ごとの接合要素２２０の密度を有する。コイル長Ｌに沿った単位ごとの離間した装
着ポイント２２０の密度を減少または増加することにより、コイル長Ｌに沿った位置に相
関して可撓性、トルク伝達性、押圧性を変更する能力を提供する。例えば、コイルの長さ
方向の一部において離間した装着ポイント２２０の密度がより高くなると、コイル２００
のその部分において、離間した装着ポイント２２０の密度がより低いコイルの他の部分と
比較して、より高いトルク伝達性と押圧性が付与される。例えば、コイルの基端部におい
て離間した装着ポイント２２０の密度がより高くなると、コイル２００にはその基端部に
おいてより高いトルク伝達性と、先端部においてより高い可撓性が付与される。これは一
例に過ぎないことと、コイル長Ｌに沿った単位ごとの離間した装着ポイント２２０の密度
は、先端部付近においてより高く、コイルの中間部付近においてより高く、あるいは、コ
イルの長さに沿って変更できること等が理解されるべきである。
【００５５】
　図３は、コイル３１０と、同コイルの一部上に配置され離間した複数の装着ポイント３
２０を有する熱可塑性ポリマースリーブ３０１とを備える他のガイドワイヤ３００を示す
断面図である。コイル３１０は、コア３３０の一部上に配置され、熱可塑性ポリマースリ
ーブ３０１はコイル３１０の一部上に配置される。ポリマーシース３７０は、コア３３０
、コイル３１０、およびスリーブ３０１上に配置される。
【００５６】
　この実施例においては、ポリマーチップガイドワイヤ３００は、コイル３１０上に円形
のチップを形成するポリマーシース３７０を備えることにより形成される。ポリマーシー
ス３７０は、所望の強度や可撓性、または他の所望の特徴を付与できる任意の材料から形
成されてもよい。
【００５７】
　幾つかの実施例においてポリマーシース３７０を使用することにより、所望の可撓性や
潤滑性をガイドワイヤアセンブリに付与できる等の幾つかの機能を提供できる。シース３
７０に使用されるポリマーの選択は、所望の特徴に応じて変更される。例えば、低いデュ
ロメータすなわち硬度を有するポリマーは極めて可撓性の高い、すなわち柔軟なチップを
形成する。反対に、高いデュロメータを有するポリマーはより高い剛性を備えるチップを
形成する。スリーブにポリマーを使用することにより、ガイドワイヤに非外傷性のチップ
を提供することも可能である。非外傷性のチップは、損傷を受けやすい体内の通路を通過
するのにより適している。したがって、ポリマーは、以下に詳細に説明する放射線不透過
性材料を結合する部材としての役割を果たすことができる。
【００５８】
　好適なポリマー材料の例には、ガイドワイヤポリマーシースとして使用される周知の様
々なポリマーが含まれる。幾つかの実施例においては、使用されるポリマー材料は熱可塑
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性ポリマー材料である。好適な材料の例には、ポリウレタン、弾性ポリアミド、ブロック
ポリアミド／エーテル（ペバックス（登録商標Ｐｅｂａｘ）等）、シリコーン、およびコ
ポリマーが含まれる。シースは、単一のポリマー、多層構造体、あるいは複数のポリマー
のブレンドからなってもよい。　材料及び加工技術を入念に選択することにより、これら
の材料の熱可塑性、溶剤可溶性、熱硬化性の変種を用いて、所望の結果を得ることができ
る。
【００５９】
　また、好適なポリマー材料の例としては、ポリ（Ｌ－乳酸）（ＰＬＬＡ）、ポリ（Ｄ，
Ｌ－乳酸）（ＰＬＡ）、ポリグリコリド（ＰＧＡ）、ポリ（Ｌ－乳酸－コ－Ｄ，Ｌ－乳酸
）（ＰＬＬＡ／ＰＬＡ）、ポリ（Ｌ－乳酸－コ－グリコリド）（ＰＬＬＡ／ＰＧＡ）、ポ
リ（Ｄ，Ｌ－乳酸－コ－グリコリド）（ＰＬＡ／ＰＧＡ）、ポリ（グリコリド－コ－トリ
メチレンカーボネート）（ＰＧＡ／ＰＴＭＣ）、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリ
ジオキサノン（ＰＤＳ）、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ポリヒドロキシルブチレート
（ＰＨＢＴ）、ポリ（ホスファゼン）、ポリ（Ｄ，Ｌ－乳酸－コ－カプロラクトン）（Ｐ
ＬＡ／ＰＣＬ）、ポリ（グリコリド－コ－カプロラクトン）（ＰＧＡ／ＰＣＬ）、ポリ無
水物（ＰＡＮ）、ポリ（オルトエステル）、ポリ（リン酸エステル）、ポリ（アミノ酸）
、ポリ（ヒドロキシブチレート）、ポリアクリレート、ポリアクリルアミド、ポリ（ヒド
ロキシエチルメタクリレート）、ポリウレタン、ポリシロキサン、およびこれらのコポリ
マーが含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００６０】
　幾つかの実施例においては、シース３７０またはその一部は、放射線不透過材料を含む
か、放射線不透過材料でドープすることにより、例えば透過技術等の特定のイメージング
技術を用いたときに、シース３７０またはその一部の視認性がより高められるようにして
もよい。従来技術において公知の任意の好適な放射線不透過性材料を使用することができ
る。例としては、貴金属、タングステン、次炭酸バリウム（ｂａｒｉｕｍ　ｓｕｂｃａｒ
ｂｏｎａｔｅ）粉末等や、これらの混合物を含む。実施例によっては、ポリマーは、異な
る量の放射線不透過性材料が含まれる複数の部分を備えていてもよい。例えば、シース３
７０は、高いレベルの放射線不透過性材料を含む先端部分と、低いレベルの放射線不透過
性材料を含む基端部分とを備えることもできる。
【００６１】
　幾つかの実施例においては、単独（ｓｅｐａｒａｔｅ）の放射線不透過性部材、または
、一連の放射線不透過性部材（例えば、放射線不透過性コイル、バンド、管材、又は他の
同様の構造）をガイドワイヤのコアワイヤ３３０に連結することができ、あるいは、めっ
き、絞り、鍛造、イオン注入技術によりコアワイヤ内に組み込むことができる。
【００６２】
　シース３７０は、使用される特定の材料に対して好適な技術を使用して、ガイドワイヤ
アセンブリ３００の周囲に配置かつ装着されてもよい。幾つかの実施例において、シース
３７０は、ガイドワイヤアセンブリ３００の周囲に形成され直すまで、ポリマー材料から
なるスリーブを加熱することにより装着されてもよい。他の実施例において、シース３７
０は、熱収縮技術を使用して装着されてもよい。他の実施例においては、シース３７０は
、コアワイヤ３３０や他の構造と共押出成形されてもよい。シース３７０は、センタレス
研削法や他の方法により形成されて、所望の径や滑らかな外面を構成することができる。
【００６３】
　ガイドワイヤコアワイヤが図１や３に示された形状とは異なる形状を有していてもよい
ことは、当業者には認識されよう。例えば、コアワイヤ１３０，３３０は、連続的なテー
パ状をなしていてもよく、１個のテーパ部を有していてもよく、異なる径を備えた複数の
或いは一連のテーパ部を有していてもよく、一定の径を有していてもよい。実施例によっ
ては、コアワイヤ１３０，３３０は、断面積が先端に向かって小さくなるように、テーパ
状をなすかその他の形状に賦形されている。テーパ状をなしている場合には、コアワイヤ
は、所望される移行特性に応じて、均一または非均一の移行部を備えることができる。例
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えば、コアワイヤは、直線的にテーパ状をなしていてもよく、曲線的にテーパ状をなして
いてもよく、階段状にテーパ状をなしていてもよい。このようなテーパ形状の角度は、所
望される可撓性に応じて変更することができる。テーパ領域の長さは、剛性が徐々に変化
する部分がより多く（より長く）なるように、あるいはより少なく（より短く）なるよう
に選択されてもよい。
【００６４】
　上記した実施例と類似して、コアワイヤ１３０，３３０を構成するために使用される構
造は、基端部１３１，３３１が押圧性やトルク伝達性を得るために比較的高い剛性を有し
、先端部１３２，３３２がより良好な横方向への追跡性や操作性を得るために比較的高い
可撓性を有するように設計されてもよい。例えば、幾つかの実施例においては、基端部１
３１，３３１は剛性を強化するために、その長さに沿って一定の、すなわちほぼ均一な径
を有する。しかしながら、基端部１３１，３３１が１個のテーパ部や一連のテーパ部を有
する実施例も意図されている。基端部１３１，３３１の径は、使用される材料に応じて所
望される剛性に見合った寸法が設定されてもよい。例えば、実施例によっては、基端部１
３１，３３１が、約０．０１０～０．０２５インチ（約０．０２５４～０．０６３５ｃｍ
）やそれ以上の径を有してもよく、実施例によっては、約０．０１０～０．０１８インチ
（約０．０２５４～０．０４５７ｃｍ）やそれ以上の径を有してもよい。
【００６５】
　先端部１３２，３３２も同様に一定の径を有してもよく、連続してテーパ状をなしても
よく、あるいは異なる径からなる一連のテーパ部を有してもよい。コアワイヤ１３０，３
３０の構造が、先端部１３２，３３２が基端部１３１，３３１よりも可撓性を有するよう
に設計されている実施例においては、より良好な可撓性を得るために、少なくとも１個の
テーパ部すなわち減少した径部分を含むことが可能である。
【００６６】
　基端部１３１，３３１と先端部１３２，３３２の長さは、通常、完成した医療器具にお
いて所望される長さや可撓性に基づくものであるが、必ずしもそうではない。実施例によ
っては、基端部１３１，３３１は約５０～３００ｃｍの長さを、先端部１３２，３３２は
約３～５０ｃｍの長さをそれぞれ有することができる。
【００６７】
　コアワイヤ１３０，３３０は、図示されているように中実断面を有していてもよく、実
施例によっては中空断面を有していてもよい。別の実施例においては、コアワイヤ１３０
，３３０は、中実断面を有する領域と中空断面を有する領域の組み合わせを含んでいても
よい。
【００６８】
　テーパ領域の径が小さくなる部分および径が一定の部分は、例えばセンタレス研削法、
スタンピング法等、複数の異なる技術のいずれかを用いて形成することができる。センタ
レス研削技術においては、センサ（例：光学／反射型センサ、磁気センサ）を用いたイン
デックスシステム（ｉｎｄｅｘｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）を利用して、過度に研削されない
ようにしてもよい。また、センタレス研削技術において、適切に成形及び仕上げを施され
たＣＢＮ研削ホイール又はダイヤモンド研削ホイールを用い、研削工程においてコアワイ
ヤ１３０，３３０を把持しないようにしてもよい。
【００６９】
　本発明は、上述した特定の実施例に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲に
おいて適正に述べるように、本発明の全ての態様を含むものであると理解されるべきであ
る。本明細書を検討することにより、本発明が、その適用され得る様々な変更物や同等の
プロセスや多数の構造に対しても向けられていることが、当業者には明白であろう。本願
に開示されている事項は、多くの点において、単に例示的なものであることは理解される
べきである。構成の詳細に変更を加えることは可能であり、特に、形状、大きさ、工程の
順序については、本発明の範囲を逸脱することなく、変更可能である。本発明の範囲は、
当然ながら、請求項に記載された文言において定義される。
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【００７０】
　本発明は、添付の図面に関して以下の様々な実施例についての詳細な説明を鑑みてより
深く理解されるであろう。
　本発明は、様々な変更物や代替物へ変更可能であるが、その詳細は図面において実施例
として示されており、以下に詳述される。しかしながら、本発明は、記載された特定の実
施例に限定されるものではない。本発明は、その趣旨および範囲内に含まれる全ての変更
物や均等物や代替物を包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】複数の結合要素を備えるガイドワイヤコイルと、コイルの長さに沿って配置され
た離間する複数の装着ポイントによりコイルに固定された熱可塑性ポリマースリーブとを
示す断面図。
【図２】本発明によるコイルと、コイルの長さに沿って配置された離間する複数の装着ポ
イントによりコイルに固定された熱可塑性ポリマースリーブとを示す側面図。
【図３】本発明によるコイルと、コイルの長さに沿って配置された離間する複数の装着ポ
イントによりコイルに固定された熱可塑性ポリマースリーブとを備える他のガイドワイヤ
示す断面図。

【図１】

【図２】

【図３】
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