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(57)【要約】
【課題】長尺体を適切な位置へ容易に導入可能な高いセ
ンタリング性能を有するイントロデューサ用シース、弁
体の止血性および挿通性を適正に維持可能なイントロデ
ューサ用シースを提供する。
【解決手段】イントロデューサ用シース１０は、ハブ３
０の内部空間３３に配置された弁体４０を押圧する突起
部５４が形成された環状部材５０を有しており、突起部
は、基端側から先端側へ向かう方向において曲面で形成
され、かつ、環状部材の先端側の周縁部から弁体へ向か
って突出して形成されており、貫通孔を形成する環状部
材の壁面の曲面と突起部の基端側の壁面の曲面が連続的
に形成されており、突起部は、貫通孔の壁面の先端側の
終端を構成し、かつ、貫通孔の先端側の周縁部から貫通
孔の中心部かつ先端側の方向に向かって突出して形成さ
れる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺体を挿通可能な中空部を備える管状部材と、
　前記管状部材の中空部と連通する内部空間を備えて前記管状部材の基端側に備えられる
ハブと、
　前記ハブの内部空間に配置され、基端側に形成される面に基端側スリットを有する弁体
と、
　前記弁体に当接して前記弁体を前記内部空間に固定するとともに前記長尺体を挿通可能
な貫通孔を備えた環状部材と、を有し、
　前記環状部材は、前記弁体へ向かって突出して前記弁体の中心を先端側に凹むように押
圧する突起部を有し、
　前記突起部は、前記弁体の前記基端側スリットの端部よりも前記弁体の中心側の位置に
当接して前記弁体を押圧しており、
　前記貫通孔の壁面は、基端側から先端側へ向かって縮径し、基端側から先端側へ向かう
方向において曲面で形成されており、
　前記突起部は、基端側から先端側へ向かう方向において曲面で形成され、かつ、前記環
状部材の先端側の周縁部から前記弁体へ向かって突出して形成されており、
　前記貫通孔を形成する前記環状部材の壁面の曲面と前記突起部の基端側の壁面の曲面が
連続的に形成されており、
　前記突起部は、前記貫通孔の壁面の先端側の終端を構成し、かつ、前記貫通孔の先端側
の周縁部から前記貫通孔の中心部かつ先端側の方向に向かって突出して形成される、こと
を特徴とするイントロデューサ用シース。
【請求項２】
　前記ハブは、前記弁体の端面が当接する支持面を備えた前記弁体を収納する収納部を有
し、
　前記環状部材は、前記突起部とともに前記弁体と当接する平面部を有し、
　前記平面部は、前記支持面と実質的に平行に設けられており、前記支持面との間で前記
弁体を先端側の方向に弾性的に変形させて前記弁体を固定する請求項１に記載のイントロ
デューサ用シース。
【請求項３】
　前記環状部材は、前記貫通孔の壁面を基端側から見た投影面の径方向の幅が、前記投影
面において前記貫通孔の壁面の径方向外側に形成される部位の径方向の幅以上である請求
項２に記載のイントロデューサ用シース。
【請求項４】
　前記環状部材は、基端側に面する表面の全てが曲面にて構成されている請求項２または
３に記載のイントロデューサ用シース。
【請求項５】
　前記貫通孔の壁面を構成する曲面の基端側から先端側へ向かう方向に沿う断面における
曲線は、放物線、二次関数、指数関数若しくは対数関数のいずれか１つが描く線である請
求項２～４のいずれか１項に記載のイントロデューサ用シース。
【請求項６】
　前記貫通孔の貫通方向と直交する面に対する前記曲線の接線の傾斜角度は、前記貫通孔
の基端側の端部における基端側角度よりも、前記貫通孔の先端側の端部における先端側角
度の方が大きい請求項５に記載のイントロデューサ用シース。
【請求項７】
　前記曲線の傾斜角度は、前記基端側角度から前記先端側角度へと連続的に変化する請求
項６に記載のイントロデューサ用シース。
【請求項８】
　前記弁体の先端側に形成される面に先端側スリットを有し、前記貫通孔の先端側の端部
は、前記弁体の先端側スリットの端部よりも前記弁体の中心側の位置に位置する請求項１
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～７のいずれか１項に記載のイントロデューサ用シース。
【請求項９】
　前記貫通孔の壁面を構成する曲面の基端側から先端側へ向かう方向に沿う断面における
曲線は、変曲点を有する請求項１～８のいずれか１項に記載のイントロデューサ用シース
。
【請求項１０】
　前記ハブは、前記弁体へ向かって突出して前記弁体の中心を先端側へ凹むように押圧す
る突起部を有する請求項１～９のいずれか１項に記載のイントロデューサ用シース。
【請求項１１】
　前記ハブは、前記弁体と当接する平面からなる平面部を有する請求項１０に記載のイン
トロデューサ用シース。
【請求項１２】
　前記先端側スリットは、前記突起部の押圧により開口する請求項８に記載のイントロデ
ューサ用シース。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デバイスを体腔内へ導入するためのイントロデューサ用シースに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年医療において、カテーテルと呼ばれる細長い中空管状の医療器具を用いて様々な形
態の治療や検査が行われている。このような治療方法としては、カテーテルの長尺性を利
用して直接患部に薬剤を投与する方法、加圧によって拡張するバルーンを先端に取り付け
たカテーテルを用いて体腔内の狭窄部を押し広げて開く方法、先端部にカッターが取り付
けられたカテーテルを用いて患部を削り取って開く方法、逆にカテーテルを用いて動脈瘤
や出血箇所あるいは栄養血管に詰め物をして閉じる方法などがある。また、体腔内の狭窄
部を開口した状態に維持するために、側面が網目状になっている管形状をしたステントを
カテーテルを用いて体腔内に埋め込んで留置する治療方法などがある。さらに、体内の体
にとって過剰となった液体を吸引することなどがある。
【０００３】
　カテーテルを用いて治療・検査などを行う場合には、一般的に、腕または脚に形成され
た穿刺部位にイントロデューサ用シースを導入し、イントロデューサ用シースの内腔を介
してカテーテル等を経皮的に血管等の病変部に挿入している。
【０００４】
　イントロデューサ用シースには、通常、カテーテルやダイレータ等のデバイスの挿入を
許容しつつ血液の逆流を防止する弁体がハブに設けられており、ハブの基端側に設けられ
る開口部から、弁体を介してデバイスを挿入する構造となっている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００５】
　また、特許文献２に記載のイントロデューサ用シースは、スリットからなる貫通孔が形
成される変形可能な弁体を、止血性およびデバイスの挿通性を調整するために湾曲させて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１３１５５２号公報
【特許文献２】米国特許第６３２２５４１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載のイントロデューサ用シースでは、カテーテル等のデ
バイスを挿入する開口部が狭く、かつ開口部の外周が平面で形成されているため、デバイ
スを挿入することが容易ではない。
【０００８】
　また、特許文献２に記載のイントロデューサ用シースでは、弁体を挟持しているハブお
よびキャップの面が湾曲しているため、デバイスを挿通させる際に、ハブおよびキャップ
の湾曲に沿って弁体が移動しやすくなり、また、キャップの融着度合いにより、止血性お
よびデバイスの挿通性が変化する虞がある。
【０００９】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、カテーテル等の長尺体
を適切な位置へ容易に導入可能な高いセンタリング性能を有するイントロデューサ用シー
ス、弁体の止血性および挿通性を適正に維持可能なイントロデューサ用シースを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成する本発明のイントロデューサ用シースは、長尺体を挿通可能な中空部
を備える管状部材と、前記管状部材の中空部と連通する内部空間を備えて前記管状部材の
基端側に備えられるハブと、前記ハブの内部空間に配置され、基端側に形成される面に基
端側スリットを有する弁体と、前記弁体に当接して前記弁体を前記内部空間に固定すると
ともに前記長尺体を挿通可能な貫通孔を備えた環状部材と、を有し、前記環状部材は、前
記弁体へ向かって突出して前記弁体の中心を先端側に凹むように押圧する突起部を有し、
前記突起部は、前記弁体の前記基端側スリットの端部よりも前記弁体の中心側の位置に当
接して前記弁体を押圧しており、前記貫通孔の壁面は、基端側から先端側へ向かって縮径
し、基端側から先端側へ向かう方向において曲面で形成されており、前記突起部は、基端
側から先端側へ向かう方向において曲面で形成され、かつ、前記環状部材の先端側の周縁
部から前記弁体へ向かって突出して形成されており、前記貫通孔を形成する前記環状部材
の壁面の曲面と前記突起部の基端側の壁面の曲面が連続的に形成されており、前記突起部
は、前記貫通孔の壁面の先端側の終端を構成し、かつ、前記貫通孔の先端側の周縁部から
前記貫通孔の中心部かつ先端側の方向に向かって突出して形成される、ことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係るイントロデューサ用シースは、貫通孔の壁面が、基端側から先端側へ向か
って縮径し、基端側から先端側へ向かう方向において曲面で形成されるため、壁面に接し
た長尺体の先端を、曲面で形成される壁面によって弁体に向かって容易かつ円滑に導くこ
とができ、高いセンタリング性能を発揮することができる。なお、貫通孔の壁面が基端側
から先端側に向かって縮径するとは、貫通孔の壁面の内径が基端側から先端側に向かって
縮径することを意味している。
【００１２】
　前記環状部材は、前記貫通孔の壁面を基端側から見た投影面の径方向の幅が、前記投影
面において前記貫通孔の壁面の径方向外側に形成される部位の径方向の幅以上であれば、
曲面で形成される壁面に長尺体の先端を接触させやすくなり、センタリング性能が向上す
る。
【００１３】
　前記環状部材は、基端側に面する表面の全てが曲面にて構成されていれば、壁面に接し
た長尺体の先端を、曲面で形成される壁面によって弁体に向かって円滑に導くことができ
、センタリング性能が向上する。
【００１４】
　前記貫通孔の壁面を構成する曲面の基端側から先端側へ向かう方向に沿う断面における
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曲線が、放物線、二次関数、指数関数若しくは対数関数のいずれか１つが描く線であれば
、曲面の基端側から先端側へ向かうにつれて曲線の角度を大きく変化させることができる
ため、長尺体が先端側に導かれるほど挿通する際の抵抗力が低減されて挿通性が向上する
。
【００１５】
　前記貫通孔の貫通方向と直交する面に対する前記曲線の接線の傾斜角度は、前記貫通孔
の基端側の端部における基端側角度よりも、前記貫通孔の先端側の端部における先端側角
度の方が大きいようにすれば、貫通孔の基端側から先端側へ向かうにつれて傾斜角度が大
きくなるため、長尺体が先端側に導かれるほど挿通する際の抵抗力が低減されて挿通性が
向上する。
【００１６】
　前記曲線の傾斜角度が、前記基端側角度から前記先端側角度へと連続的に変化するよう
にすれば、貫通孔に接する長尺体を円滑に滑らすことができる。
【００１７】
　前記弁体の先端側に形成される面に先端側スリットを有し、前記貫通孔の先端側の端部
が、前記弁体の先端側スリットの端部よりも前記弁体の中心側の位置に位置するようにす
れば、先端側スリットが開口方向に力を受けやすく、先端側スリットがより開いた状態を
維持できる。
【００１８】
　前記貫通孔の壁面を構成する曲面の基端側から先端側へ向かう方向に沿う断面における
曲線が、変曲点を有すれば、変曲点を挟んで凹状および凸状の面が形成され、壁面の領域
に応じて特性を変化させることができる。
【００１９】
　ハブに、弁体と当接する平面からなる平面部と、弁体へ向かって突出して弁体の中心を
先端側へ凹むように押圧する突起部とが形成されるため、突起部によって弁体を湾曲させ
て適正な止血性および挿通性を与えつつ、平面部によって弁体の移動を抑制し、止血性お
よび挿通性を適正な状態で維持することができる。
【００２０】
　前記弁体が、先端側に形成される面に先端側スリットを有し、前記突起部の押圧により
前記先端側スリットが開口するようにすれば、長尺体の挿入時の摺動抵抗が低減し、挿通
性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態に係るイントロデューサ用シースの平面図である。
【図２】本実施形態に係るイントロデューサ用シースの基端部を示す部分断面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線に沿う矢視図である。
【図４】弁体を示す斜視図である。
【図５】封止部材を示す断面図である。
【図６】本実施形態に係るイントロデューサ用シースに長尺体を挿入する際を示す基端部
の部分断面図である。
【図７】本実施形態に係るイントロデューサ用シースに長尺体を挿入した際を示す基端部
の部分断面図である。
【図８】本実施形態に係るイントロデューサ用シースに長尺体を挿入した際の弁体の変形
を示す部分断面図である。
【図９】本実施形態に係るイントロデューサ用シースの他の例を示す基端部の部分断面図
である。
【図１０】本実施形態に係るイントロデューサ用シースの他の例を示す基端部の部分断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。なお、図面の説明
において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面の寸法
比率は、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。
【００２３】
　本実施形態に係るイントロデューサ用シース１０は、体腔内へのアクセスルートを確保
するための器具であり、体腔内へ留置されて、その内部に、例えばカテーテル、ガイドワ
イヤ、塞栓物等の医療用のデバイス１００（長尺体）（図６参照）を挿通して、体腔内へ
導入するためのものである。なお、以下の説明において、イントロデューサ用シース１０
の手元操作部側を「基端側」、体腔内へ挿通される側を「先端側」と称す。
【００２４】
　図１～図３を参照して、イントロデューサ用シース１０は、シースチューブ２０、シー
スチューブ２０の基端側に取り付けられるハブ３０、ハブ３０の内部に設けられる弁体４
０、弁体４０をハブ３０に固定するための環状部材５０を備えている。
【００２５】
　シースチューブ２０は、カテーテル等のデバイス１００を挿通可能な中空部２１を備え
る管状部材であり、経皮的に体腔内へ導入される。
【００２６】
　シースチューブ２０の構成材料としては、例えばポリオレフィン（例えば、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリブテン、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－酢酸ビニ
ル共重合体、アイオノマー、またはこれら二種以上の混合物など）、ポリオレフィンエラ
ストマー、ポリオレフィンの架橋体、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリアミドエラスト
マー、ポリエステル、ポリエステルエラストマー、ポリウレタン、ポリウレタンエラスト
マー、フッ素樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリアセタール、ポリイミド、ポ
リエーテルイミドなどの高分子材料またはこれらの混合物などを用いることができる。
【００２７】
　ハブ３０には、シースチューブ２０の内部と連通するサイドポート１２が形成されてい
る。サイドポート１２には、例えばポリ塩化ビニル製の可撓性を有するチューブ１３の一
端が液密に接続されている。チューブ１３の他端は、例えば三方活栓１４が装着されてい
る。この三方活栓１４のポートからチューブ１３を介してイントロデューサ用シース１０
内に、例えば生理食塩水のような液体を注入する。
【００２８】
　図２を参照して、ハブ３０は、ハブ本体３１と、ハブ本体３１内に形成されてシースチ
ューブ２０の中空部２１と連通する中心孔３２（内部空間）と、中心孔３２の基端側に設
けられ弁体４０を収納する収納部３３（内部空間）と、を有している。収納部３３の内径
は、中心孔３２の内径よりも大径に形成されている。収納部３３は、弁体４０の端面が当
接する支持面３４を有する。
【００２９】
　ハブ３０の構成材料としては、特に限定されないが、硬質樹脂のような硬質材料が好適
である。硬質樹脂の具体例としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオ
レフィン、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリスチレン等が挙げられる。
【００３０】
　図２～４を参照して、弁体４０は、円形の膜状（円盤状）をなす弾性部材から構成され
、ハブ３０に対して液密に固定されている。弁体４０の両面のうち、先端側の面を先端面
４１といい、反対側の端面を基端面４２という。
【００３１】
　弁体４０の先端面４１には、先端面４１にのみ到達する先端側スリット４３が形成され
ている。弁体４０の基端面４２には、基端面４２にのみ到達する基端側スリット４４が形
成されている。弁体４０には、先端側スリット４３と基端側スリット４４とを十字状に交
差させ、互いに重なる中央部でスリット同士の一部を連通させることによって挿通部４５
が形成される。
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【００３２】
　弁体４０の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、弾性部材であるシリコー
ンゴム、ラテックスゴム、ブチルゴム、イソプレンゴム等が挙げられる。
【００３３】
　図２，３，５，８を参照して、環状部材５０は、基端側から先端側へ貫通する貫通孔５
１を備えており、貫通孔５１を構成する壁面５２が、基端側から先端側へ向かって縮径し
、基端側から先端側へ向かう方向において凸状の曲面で形成されている。すなわち、壁面
５２は、基端側から先端側へ向かう方向に沿う断面において、貫通孔５１の内径が縮径す
るように凸状の曲線で形成されている。そして、図５に示すように、環状部材５０は、貫
通孔５１の壁面５２を基端側から見た投影面の径方向の幅Ｘ１が、同投影面において貫通
孔５１の壁面５２の径方向外側に形成される基端外周部５７の径方向の幅Ｘ２以上となっ
ている。そして、環状部材５０の基端側に面する表面の全て、すなわち壁面５２および基
端外周部５７からなる表面の全てが、曲面にて構成されている。
【００３４】
　また、貫通孔５１の壁面５２を構成する曲面の基端側から先端側へ向かう方向に沿う断
面は、基端側に膨らむ曲線であり、さらにその曲線Ｃが、放物線となっている。なお、曲
線Ｃは、放物線に限定されず、例えば二次関数、指数関数または対数関数が描く線であっ
てもよい。
【００３５】
　貫通孔５１の貫通方向と直交する面Ｂに対する曲線Ｃの接線の傾斜角度は、貫通孔５１
の基端側の端部における基端側角度θ１よりも、貫通孔５１の先端側の端部における先端
側角度θ２の方が大きくなっており、下記の式（１）を満たす。なお、θ１は、本実施形
態では０度である。
【００３６】
　９０度≧θ２≧θ１≧０度　　・・・式（１）
　そして、曲線Ｃの傾斜角度は、基端側角度θ１から先端側角度θ２へと連続的に変化し
ている。
【００３７】
　環状部材５０は、ハブ３０に嵌合する形状を備え、外周部から側方へ張り出す鍔部５６
がハブ３０と熱溶着または接着されて、ハブ３０との間に弁体４０を挟持する。環状部材
５０の先端側には、弁体４０と当接する平面からなる環状の平面部５３と、平面部５３の
内側に環状に形成されて弁体４０へ向かって突出する突起部５４とが形成されている。突
起部５４は、貫通孔５１の先端側の周縁部から弁体４０へ向かって突出して形成され、壁
面５２の先端側の終端を構成する。突起部５４は、貫通孔５１の先端側の周縁部から貫通
孔５１の中心部かつ先端側の方向に向かって突出して形成されている。突起部５４の先端
側部分５４ａは断面において直線状であり、弁体４０に対して面状に接触している。突起
部５４の中心部に向かう方向の長さは、先端側の方向に向かう長さよりも大きい。突起部
５４の長軸方向の厚みは、中心部に向かう方向に従って小さくなっている。
【００３８】
　環状部材５０の突起部５４の先端側終端における内径Ｄは、ハブ３０の弁体４０に接す
る側の内径Ｄ２よりも小さくなっており、突起部５４が、ハブ３０の内径Ｄ２よりも内側
にまで至っている。
【００３９】
　突起部５４は、弁体４０の基端面４２を押圧して弁体４０を弾性的に変形させ、弁体４
０の中心を先端側へ撓むように凹ませる。これにより、基端側スリット４４が閉塞方向に
力を受け、先端側スリット４３が開口方向に力を受けた状態となる。
【００４０】
　そして、突起部５４は、弁体４０の基端側スリット４４の端部４６よりも弁体４０の中
心側の位置に当接して押圧している。また、突起部５４は、弁体４０の先端側スリット４
３の端部４７よりも弁体４０の中心側の位置で、弁体４０に当接して押圧している。
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【００４１】
　環状部材５０の平面部５３は、ハブ３０の支持面３４と実質的に平行に設けられている
。平面部５３は支持面３４との間で弁体４０を先端側の方向に弾性的に変形させて弁体４
０を固定している。
【００４２】
　また、環状部材５０は、平面部５３の中心側に、基端側へ窪んだ環状の凹部５８が形成
されている（図５，８参照）。
【００４３】
　貫通孔５１の先端側における内径Ｄは、センタリング性能をより高めるために、挿入す
るカテーテル等のデバイス１００の外径よりもわずかに大きい程度が望ましい。一例とし
て、デバイス１００が６Ｆｒのガイディングカテーテルの場合、ガイディングカテーテル
の外径２．１７ｍｍに対して、貫通孔５１の先端側における内径Ｄを２．２０ｍｍ程度と
することができる。また、貫通孔５１の先端側における内径Ｄを、デバイス１００の外径
よりもわずかに大きい程度とすることで、内径Ｄの縁部にデバイス１００を接触させてデ
バイス１００を操作でき、操作性が向上する。
【００４４】
　環状部材５０の構成材料としては、特に限定されないが、硬質樹脂のような硬質材料が
好適である。硬質樹脂の具体例としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポ
リオレフィン、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリスチレン等が挙げられる。
【００４５】
　次に、イントロデューサ用シース１０を使用したカテーテル等のデバイス１００の挿入
操作について以下簡単に説明する。
【００４６】
　まず、皮膚の所定位置に導入針などを用いて穿孔し、該穿孔よりガイドワイヤを例えば
血管内に挿入する。そして、このガイドワイヤをイントロデューサ用シース１０の先端か
らその内腔に挿通させて、ガイドワイヤに沿うようにしてイントロデューサ用シース１０
を血管内へ挿入する。なお、イントロデューサ用シース１０を挿入する際には、挿入を補
助するダイレータをイントロデューサ用シース１０の内側に組み合わせることが好ましい
。イントロデューサ用シース１０を血管内に挿入した後は、ダイレータおよびガイドワイ
ヤを抜去してイントロデューサ用シース１０のみを残す。これにより、イントロデューサ
用シース１０が、体外と血管内とをつなぐ通路として機能し、このシースを通してカテー
テル等のデバイス１００を血管内へ挿入できる。
【００４７】
　次に、本実施形態に係るイントロデューサ用シース１０の作用について説明する。
【００４８】
　本実施形態に係るイントロデューサ用シース１０は、貫通孔５１に形成される壁面５２
が、基端側から先端側へ向かって縮径し、基端側から先端側へ向かう方向において凸状の
曲面で形成されている。このため、図６に示すように、カテーテル等のデバイス１００を
環状部材５０の貫通孔５１に挿入する際に、壁面５２に接したデバイス１００の先端を、
曲面で形成される壁面５２によって弁体４０に向かって円滑に導くことができる。また、
貫通孔５１の壁面５２が、基端側から先端側へ向かう方向において曲面であることで、中
心部に近いほど中心軸に対する傾斜角が小さくなって挿入方向への抵抗が減少し、挿入性
が向上する。
【００４９】
　そして、図５に示すように、貫通孔５１の壁面５２を基端側から見た投影面の径方向の
幅Ｘ１が、同投影面における基端外周部５７の径方向の幅Ｘ２以上となっているため、曲
面で形成される壁面５２にデバイス１００の先端を接触させやすくなり、センタリング性
能が向上する。
【００５０】
　また、環状部材５０の基端側に面する表面の全てが曲面にて構成されているため、壁面
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５２に接するデバイス１００の先端を、曲面で形成される壁面５２によって弁体４０に向
かって円滑に導くことができ、センタリング性能が向上する。
【００５１】
　また、壁面５２を構成する曲面の基端側から先端側へ向かう方向に沿う断面が基端側に
膨らむ曲線であるため、デバイス１００を滑らかにセンタリングすることができる。更に
、その曲線Ｃが放物線となっているため、基端側から先端側へ向かうにつれて曲線Ｃの角
度を大きく変化させることができ、デバイス１００が先端側に導かれるほど挿通する際の
抵抗力が低減されて、挿通性が向上する。
【００５２】
　また、貫通孔５１の基端側の端部における基端側角度θ１よりも、貫通孔５１の先端側
の端部における先端側角度θ２の方が大きくなっているため、デバイス１００が先端側に
導かれるほど挿通する際の抵抗力が低減されて、挿通性が向上する。
【００５３】
　そして、曲線Ｃの傾斜角度が、基端側角度θ１から先端側角度θ２へと連続的に変化し
ているため、貫通孔５１に接するデバイス１００を円滑に滑らすことができる。
【００５４】
　そして、突起部５４が、弁体４０の基端側スリット４４の端部４６よりも弁体４０の中
心側の位置に当接して押圧しているため、貫通孔５１の壁面５２に接したデバイス１００
が、常に基端側スリット４４の端部４６よりも弁体４０の中心側に導かれることになり、
図７に示すように、デバイス１００が弁体４０の挿通部４５へ円滑に挿入され、挿通性が
向上する。また、壁面５２に接したデバイス１００が、弁体４０の中心側に導かれること
で、デバイス１００が弁体４０の挿通部４５から離れた部位に接することによる弁体４０
の損傷をも抑制できる。
【００５５】
　そして、突起部５４が、弁体４０の先端側スリット４３の端部４７よりも弁体４０の中
心側の位置に当接して押圧しているため、先端側スリット４３が開口方向に力を受けやす
く、先端側スリット４３がより開いた状態を維持する。
【００５６】
　突起部５４は、貫通孔５１の先端側の周縁部から貫通孔５１の中心部且つ先端側の方向
に向かって突出して形成されているので、弁体４０の窪みと環状部材５０の壁面５２の曲
面が連続的に構成されてデバイスのセンタリング性能が高まる。突起部５４の先端側部分
５４ａは断面において直線状であり、弁体４０に対して面状に接触しているので、弁体４
０に対する保持力が向上する。突起部５４の中心部に向かう方向の長さは、先端側の方向
に向かう長さよりも大きいので、弁体４０になだらかな窪みを形成することができる。突
起部５４の長軸方向の厚みは、中心部に向かう方向に従って小さくなっているので、弁体
４０を弾性的に押圧することができる。
【００５７】
　また、突起部５４の先端側終端における内径Ｄが、ハブ３０の弁体４０に接する側の内
径Ｄ２よりも小さいため、突起部５４がハブ３０の内径Ｄ２よりも内側にまで至り、セン
タリング性能が向上する。
【００５８】
　そして、突起部５４が、環状部材５０の貫通孔５１の先端側の周縁部から弁体４０へ向
かって突出して形成されているため、環状部材５０側（基端側）から弁体４０を押圧でき
、突起部５４によって弁体４０を先端側へ容易に湾曲させる（凹ませる）ことができる。
弁体４０は、突起部５４によって押圧されて基端側スリット４４が閉塞方向に力を受け、
先端側スリット４３が開口方向に力を受けた状態となっているため、弁体４０が凹むこと
なしに平坦な場合と比較して、閉塞方向に力を受ける基端側スリット４４により止血効果
が向上し、かつ開いた先端側スリット４３によってデバイス１００挿入時の摺動抵抗が低
減され、挿通性が向上する。
【００５９】
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　また、弁体４０の基端面４２が突起部５４によって凹状に湾曲しているため、デバイス
１００の先端を弁体４０自体の凹状の基端面４２によりガイドして、挿通する際の抵抗力
が小さい中央部へ導くことができる。したがって、より小さい力でデバイス１００を挿通
することが可能となり、挿通性が向上する。
【００６０】
　また、環状部材５０に、突起部５４とともに弁体４０と当接する平面部５３が形成され
ているため、平面部５３によって弁体４０の移動を確実に抑制でき、止血性および挿通性
を適正な状態で維持できる。環状部材５０に突起部５４が形成されずに平坦な面でのみ弁
体４０を押圧すると、弁体４０の圧縮量が一定に定まらずに個体差が大きくなり、デバイ
ス１００のセンタリング性や挿通性が均一でなくなるが、本実施形態では、突起部５４に
よって弁体４０を押圧する構成となっているため、弁体４０の望ましい圧縮量を容易に確
保することができ、個体差をほとんど生じさせることなしに、デバイス１００のセンタリ
ング性および挿通性を常に高く実現できる。平面部５３は、ハブ３０の支持面３４と実質
的に平行に設けられており、平面部５３は支持面３４との間で弁体４０を先端側の方向に
弾性的に変形させて弁体を固定しているので、弁体４０の移動をより確実に抑制でき、止
血性および挿通性を適正な状態で維持できる。
【００６１】
　また、環状部材５０の平面部５３の中心側に、基端側へ窪んだ環状の凹部５８が形成さ
れているため、図８に示すように、平面部５３にて弁体４０を先端側に押圧しつつ（下向
き白抜き矢印を参照）、突起部５４の先端側部分５４ａによって弁体４０を押圧した状態
（右下向き白抜き矢印を参照）において、弁体４０の一部が環状の凹部５８に左上向き白
抜き矢印の力を受けながら逃げて、その力と反作用の力が弁中心部にかかるので、単に突
起部５４によって弁体４０を押圧した状態における窪み（二点鎖線を参照）デバイス１０
０の挿入により変形した弁体４０が逃げることができる。このため弁体４０の中央部の窪
みがより大きくなり、センタリング性能が向上する。
【００６２】
　そして、突起部５４が、壁面５２の先端側の終端を構成しているため、壁面５２により
中心側に導かれたデバイス１００の先端を、図７に示すように、そのまま弁体４０へ円滑
に導くことができる。
【００６３】
　なお、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内で種
々改変することができる。例えば、図９に示すイントロデューサ用シースの他の例のよう
に、貫通孔６１の壁面６２を構成する曲面の基端側から先端側へ向かう方向に沿う断面に
おける曲線Ｃ２が、変曲点Ｐ１、Ｐ２を有してもよい。すなわち、壁面６２の先端側（中
心側）に凸状の曲面６２Ａが形成され、変曲点Ｐ１を挟んで基端側（径方向外側）に凹状
の曲面６２Ｂが形成され、変曲点Ｐ２を挟んでさらに基端側（径方向外側）に凸状の曲面
６２Ｃが形成されている。このような構成とすれば、凹状の曲面６２Ｂおよび凸状の曲面
６２Ｃにおいては、貫通孔６１へ挿入されたデバイス１００の先端が貫通孔６１から径方
向外方へ逸脱することを抑制しつつデバイス１００のセンタリングを行い、凸状の曲面６
２Ａにおいて、曲面６２Ｂから導かれたデバイス１００を弁体４０へ円滑に導くことがで
きる。なお、変曲点の数は、１個でもよく、また３個以上であってもよい。変曲点を有す
る曲線としては、例えば３次以上の関数による曲線を利用できる。
【００６４】
　また、突起部５４が、環状部材５０に形成された貫通孔５１の壁面５２の先端側の終端
を構成する形態を示したが、突起部が設けられる位置およびその構造はこのような形態に
限定されず、突起部によって弁体４０を湾曲させて止血性および挿入性を向上し得る限り
において変更することが可能である。例えば、環状部材５０の他の部位に突起部を設けて
もよいし、図１０に示すイントロデューサ用シースの他の例のように、環状部材側ではな
しに、ハブ３０の支持面３４の外周部に基端側へ突出する環状の突起部３５を形成し、弁
体４０の中央部が先端側へ撓むように圧縮させる構成としてもよい。
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【００６５】
　また、環状部材の貫通孔は、凸状の曲面でなくてもよく、凹状の曲面としたり、凸状の
曲面と凹状の曲面とを組み合わせたり、断面が直線的なテーパ形状としたり、または一定
の内径の孔とすることもできる。
【００６６】
　また、弁体の構造は、必ずしも交差するスリットにより構成されなくてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
１０　　イントロデューサ用シース、
２０　　シースチューブ（管状部材）、
２１　　中空部、
３０　　ハブ、
３１　　ハブ本体、
３２　　中心孔（内部空間）、
３３　　収納部（内部空間）、
４０　　弁体、
４１　　先端面、
４２　　基端面、
４３　　先端側スリット、
４４　　基端側スリット、
４６　　端部、
４７　　端部、
５０　　環状部材、
５１、６１　　貫通孔、
５２、６２　　壁面、
５４　　突起部、
５４ａ　　先端側部分、
５７　　基端外周部、
５８　　端部、
１００　　デバイス（長尺体）、
Ｃ　　曲線、
Ｐ　　変曲点、
Ｘ１　　壁面の径方向の幅、
Ｘ２　　基端外周部の径方向の幅、
θ１　　基端側角度、
θ２　　先端側角度。
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