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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位部分と近位部分とを有する血管内ステント送達ワイヤと、
　該血管内ステント送達ワイヤ上に可動式に保持される少なくとも１つの浮動マーカーバ
ンドであって、その上に自己拡張型血管内ステントを解放可能に装着するよう構成された
、少なくとも１つの浮動マーカーバンドと、を含み、
　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、多角形形状を備える外周部を有し、
　前記血管内ステント送達ワイヤに固定的に取り付けられている少なくとも１つの固定マ
ーカーバンドを更に含み、前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドは、少なくとも１つ
の拘束部材によって、前記少なくとも１つの固定マーカーバンドに可動式に保持されてい
る、自己拡張型血管内ステントを配備及び回収するための装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、前記血管内ステント送達ワイヤの前記近
位部分と前記遠位部分とを分離する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記浮動マーカーバンドを２つ又は３つ以上含み、自己拡張型血管内ステントを更に含
み、該ステントは前記２つ又は３つ以上の浮動マーカーバンドのうち少なくとも２つの上
に配備可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記血管内ステント送達ワイヤが、曲がった解剖学的血管構造内を容易に通り抜けるこ
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とができるようにするために、前記血管内ステント送達ワイヤが血管構造内に前進してい
る時に、自由に回転するよう構成された自由回転可能な先端を含んでいる、請求項１に記
載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドに装着されている近位部分を有する自己拡張
型血管内ステントを更に含む、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　壁を有するカテーテルを更に含み、この中で前記自己拡張型血管内ステントが配置され
、前記自己拡張型血管内ステントが前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドの上に延在
する少なくとも１つのストラットを有し、これによって、前記自己拡張型血管内ステント
の前記少なくとも１つのストラットが、前記カテーテル壁と、前記少なくとも１つの浮動
マーカーバンドの少なくとも１辺とによって拘束されている、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記多角形形状が、正方形及び五角形からなる多辺形の群から選択される、請求項１に
記載の装置。
【請求項８】
　前記血管内ステント送達ワイヤが、前記遠位部分と前記近位部分との間に配置される中
間部分を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　自己拡張型血管内医療デバイスを配備及び回収するための装置であって、
　遠位部分と近位部分とを有する血管内プッシャーワイヤと、
　該血管内プッシャーワイヤ上に可動式に拘束される少なくとも１つの浮動マーカーバン
ドであって、その上に自己拡張型血管内医療デバイスを解放可能に装着するよう構成され
ている、少なくとも１つの浮動マーカーバンドと、
　前記血管内プッシャーワイヤに固定的に取り付けられている少なくとも１つの固定マー
カーバンドであって、前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、少なくとも１つの拘
束部材によって、前記少なくとも１つの固定マーカーバンドに可動式に保持されている、
少なくとも１つの固定マーカーバンドと、を含み、
　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、多角形形状を備える外周部を有する、装
置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本出願は、血管内ステントの配備及び／又は回収するためのシステムに関し、より具体
的には、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの配備及び／又は回収のための装置
であって、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤを含み、これが１つ又は２つ
以上の浮動マーカーバンドの上に解放可能に配置されている血管内ステントの送達及び回
収のための、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤの上に可動式に保持又は拘
束されている１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドを有する、装置に関する。
【０００２】
　血管内ステントは一般に管状であり、患者の血管系内で能動的に又は受動的に半径方向
に拡張するものである。そのようなステントは、狭窄部又は動脈瘤などの血管系の治療部
位にてバルーンを拡張することによってステントを配備するための、拡張可能な部材又は
バルーン血管形成カテーテルのバルーンの上に装着され得る。自己拡張型ステントは、拡
張可能な部材又はバルーンの支援を受けることなく、収縮した送達状態から、より大きな
直径へと拡張することができる。
【０００３】
　血管系内の治療部位に血管内自己拡張型ステントを配置するための血管内ステント送達
システムは通常、自己拡張型ステントをカテーテルの遠位部分の上に軸方向に配置した状
態で血管系に通され得るカテーテルを含む。狭窄部又は動脈瘤など、血管系の治療部位に
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血管内ステントを配置するために、案内カテーテルが通常、患者の血管系の中に導入され
、治療部位に案内カテーテルの遠位先端が近接するまで血管系内で前進する。次いで、案
内ワイヤが通常、案内カテーテルを通じて所望の位置へ前進し、次いで、膨張又は送達カ
テーテル上に配置されたステントを有するその膨張又は送達カテーテルが、そのステント
が適切に配置されるまで案内ワイヤの上で患者の血管系の中へ前進し、その後に、ステン
トは治療部位に配備され得る。
【０００４】
　自己拡張型ステントを扁平な形状に維持するための一般的な技法は、典型的には、カテ
ーテルの周りでステントを圧縮した形状に維持するため、体液がステントに達することを
防止するため、又は血管系をステントから保護するために、ステントの一部又はすべてに
シース又はスリーブを被せて配置することを含む。通常、そのようなシース又はスリーブ
は、ステントが拡張した形状を実現できるように、ステントから後退又は解放される。
【０００５】
　案内ワイヤを装填したステントもまた知られており、このステントにおいて、案内ワイ
ヤ上で支持された、半径方向に拡張可能なステントが、案内ワイヤの遠位端部で又はその
近くで、後退可能な拘束シースによって部分的に被覆される。ステントが治療部位に配置
されたときに、この拘束シースが後退してステントが露出し、これによりステントが拡張
できる。
【０００６】
　血管内ステントを、血管系の中でもより小さな直径でよりデリケートな血管（例えば神
経血管など）に送達できるような、縮小した直径プロファイルを提供するために、血管内
ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤを含み、これが１つ又は２つ以上の浮動マーカ
ーバンドの上に解放可能に配置されている己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの送
達及び回収のための、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤの上に可動式に保
持又は拘束されている１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドを有する、血管内ステント
送達システムを提供することが望ましい可能性がある。
【０００７】
　また、患者の血管系内で、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの近位部分又は
遠位部分を、カテーテル又は管状シース内にフィットしてカテーテル内にて前進及び後退
ができるように血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤと統合することを可能と
し、かつ、ステントを部分的に配備したあと、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイ
スをカテーテル内に回収することを可能とする、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャ
ーワイヤの上に可動式に保持又は拘束されている１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンド
を有する、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤを提供することが望ましい可
能性がある。
【０００８】
　また、アセンブリの容易な前進又は後退を促進し、かつ、従来のシステムではその曲線
を通過することができないようなきつい血管曲率での、血管内ステント送達ワイヤ又はプ
ッシャーワイヤに対する自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの連結改善を可能に
するために、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスと、血管内ステント送達ワイヤ
又はプッシャーワイヤ上に固定的に装着された固定マーカーバンドとの間に、自己調節的
な可変ギャップを備えた、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤ上に可動式に
保持又は拘束されている１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドを有する、血管内ステン
ト送達ワイヤ又はプッシャーワイヤを提供することが望ましい可能性がある。
【０００９】
　血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤの先端が、システム前進中に自由に回
転し、曲がった解剖学的血管構造内を容易に通過するために、１つ又は２つ以上の浮動マ
ーカーバンドの上に解放可能に配置された血管内ステントの送達及び回収のための、血管
内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤの上に可動式に保持又は拘束されている１つ
又は２つ以上の浮動マーカーバンドを有する、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャー
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ワイヤを含む血管内ステント送達システムを提供することもまた望ましい可能性がある。
【００１０】
　自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスのストラット、レッグ、又は放射線不透過
性マーカーが、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドを超えて延在できるように、多辺
形又は多角形形状（例えば正方形又は五角形など）の外周部を有する１つ又は２つ以上の
浮動マーカーバンドを備えた血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤを含む血管
内ステント送達システムを提供することもまた望ましい可能性がある。これにより、自己
拡張型血管内ステント又は医療デバイスのストラット、レッグ、又は放射線不透過性マー
カーが、カテーテル又は管壁と、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドの１つ又は２つ
以上の辺とによって拘束されて、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスが、血管内
ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤと接することができ、かつ、自己拡張型血管内
ステント又は医療デバイスが、圧縮負荷がかかっても座屈しない程度の円柱強度を維持す
ることができ、特に、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを、引張り負荷のかか
った状態でも回収することが可能になる。
【００１１】
　自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを支えるサポートを提供するため、かつ自
己拡張型血管内ステント又は医療デバイスのステント座屈を防止又は最小限に抑えるため
に、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの本体の下に配置され得る１つ又は２つ
以上の浮動マーカーバンドを備えた血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤを含
む血管内ステント送達システムを提供することもまた望ましい可能性がある。本発明は、
これらの必要性及び他の必要性を満たす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　簡単かつ一般的に言えば、本発明は、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配
備及び／又は回収するための装置を提供し、これには、血管内送達ワイヤと、その血管内
ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤ上に可動式に保持又は拘束されている１つ又は
２つ以上の浮動マーカーバンドとが含まれており、これは、１つ又は２つ以上の浮動マー
カーバンド上に、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを解放可能に装着するよう
構成されている。現在好ましい一態様において、固定／浮動マーカーバンドの外周部は、
例えば正方形又は五角形などの、多辺形又は多角形形状を有する。別の現在好ましい一態
様において、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤの先端は、システム前進中
に自由に回転し、これにより曲がった解剖学的血管構造内を容易に通り抜けることができ
る。
【００１３】
　別の現在好ましい一態様において、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドを、例えば
コイルバネ、組み紐又はワイヤなどによって固定マーカーバンドに可動式に保持又は拘束
することができ、これらは例えば、固定マーカーバンド上のリング又はレーザー刻みに接
続することができる。固定マーカーバンドは、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャー
ワイヤに固定的に取り付けられる。別の方法としては、１つ又は２つ以上の浮動マーカー
バンドを、例えばコイルバネ、組み紐又はワイヤなどによって血管内ステント送達ワイヤ
又はプッシャーワイヤに可動式に保持又は拘束することができ、これらは例えば、血管内
ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤ上のリング又はレーザー刻みに接続することが
できる。
【００１４】
　別の現在好ましい一態様において、固定マーカーバンドと１つ又は２つ以上の浮動マー
カーバンドとの間の距離は可変であり、固定マーカーバンドと１つ又は２つ以上の浮動マ
ーカーバンドとの間の距離は、なめらかな連結を維持するため、解剖学的血管曲線に対応
して前進又は後退中に長さを増加又は減少させることによって、自己調節する。
【００１５】
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　別の現在好ましい一態様において、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの近位
部分が、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドの上に装着される。別の方法としては、
自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの遠位部分が、１つ又は２つ以上の浮動マー
カーバンドの上に装着され得る。好ましくは、きつい血管曲率での、血管内ステント送達
ワイヤ又はプッシャーワイヤへのステントの連結は、自己調節的であり、これによって、
ステントと固定マーカーバンドとの間の可変ギャップ又は長さをもたらし、これによりア
センブリの容易な前進又は後退を促進する。
【００１６】
　別の現在好ましい一態様において、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配備
及び／又は回収するための装置には、カテーテル又は管状シースと、１つ又は２つ以上の
浮動マーカーバンドを超えて延在する、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの１
つ又は２つ以上のストラット又はレッグも含まれ、自己拡張型血管内ステント又は医療デ
バイスのストラット、レッグ、又は放射線不透過性マーカーは、カテーテル又は管壁と、
１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドの少なくとも１辺との間に拘束され、これにより
、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスが血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャ
ーワイヤと接して、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスが円柱強度を維持し、圧
縮負荷がかかっても座屈しないようにすることが可能になる。別の現在好ましい一態様に
おいて、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスは、１つ又は２つ以上の浮動マーカ
ーバンドが、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスのストラット、レッグ又は放射
線不透過性マーカーと噛み合うことにより、引張り負荷のかかった状態で回収することが
できる。
【００１７】
　別の現在好ましい一態様において、自己拡張型血管内医療デバイスを配備及び回収する
ための装置には、遠位部分及び近位部分を有する血管内プッシャーワイヤと、その血管内
プッシャーワイヤ上に可動式に拘束されている少なくとも１つの浮動マーカーバンドとが
含まれる。この少なくとも１つの浮動マーカーバンドは、それ自体の上に自己拡張型血管
内医療デバイスを解放可能に装着するよう構成されており、少なくとも１つの固定マーカ
ーバンドが、血管内プッシャーワイヤに固定的に取り付けられており、少なくとも１つの
拘束部材によって少なくとも１つの固定マーカーバンドに可動式に保持された少なくとも
１つの浮動マーカーバンドを備えている。少なくとも１つの固定マーカーバンドと、少な
くとも１つの浮動マーカーバンドとの間の距離は、自己調節的であり得る。この装置には
更に、少なくとも１つの浮動マーカーバンドに装着された近位部分を有する自己拡張型血
管内医療デバイスが含まれ得る。この装置には更に、壁を有する管状シースが含まれ得、
この中に自己拡張型血管内医療デバイスが配置され、少なくとも１つの浮動マーカーバン
ドの上に延在する少なくとも１つのストラットを有し、この少なくとも１つのストラット
が、管状シースの壁と、少なくとも１つの浮動マーカーバンドの少なくとも１辺とによっ
て拘束されている、自己拡張型血管内医療デバイスが含まれ得る。少なくとも１つの浮動
マーカーバンドは、正方形及び五角形からなる多角形の群から選択される多角形形状の外
周部を有し得る。少なくとも１つの拘束部材には、少なくとも１つのコイルバネが含まれ
得る。少なくとも１つの拘束部材には、少なくとも１つの組み紐が含まれ得る。少なくと
も１つの拘束部材には、少なくとも１つの保持ワイヤが含まれ得る。少なくとも１つの保
持ワイヤは、少なくとも１つの固定マーカーバンド上のリングに接続され得る。血管内ス
テント送達ワイヤは、遠位部分と近位部分との間に配置される中間部分を有し得る。血管
内ステント送達ワイヤは、コイルワイヤ部分及びコアワイヤ部分を含み、このコイルワイ
ヤ部分がコアワイヤ部分の周囲に巻き付けられた状態であり得る。コアワイヤ部分は、血
管内ステント送達ワイヤの近位部分から遠位部分まで均一に延在し得る。コイルワイヤ部
分は、近位部分、中間部分、及び遠位部分のうち少なくとも２つの間で、隣接するコイル
間の距離、コイル直径、ワイヤ太さ、及びワイヤの材料組成の特性のうち少なくとも１つ
が異なっていてもよい。少なくとも１つの浮動マーカーバンドは、（ｉ）血管内ステント
送達ワイヤの近位部分と中間部分、及び（ｉｉ）血管内ステント送達ワイヤの遠位部分と
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中間部分、のうち少なくとも１つを分離し得る。少なくとも１つの浮動マーカーバンドは
、血管内ステント送達ワイヤの近位部分と遠位部分を分離し得る。この装置は、血管内ス
テント送達ワイヤに固定的に取り付けられている少なくとも１つの固定マーカーバンドを
、その少なくとも１つの固定マーカーバンドに可動式に保持されている少なくとも１つの
浮動マーカーバンドを備えて含み得る。少なくとも１つの固定マーカーバンドは、（ｉ）
血管内ステント送達ワイヤの近位部分と中間部分、及び（ｉｉ）血管内ステント送達ワイ
ヤの遠位部分と中間部分、のうち少なくとも１つを分離し得る。少なくとも１つの固定マ
ーカーバンドは、血管内ステント送達ワイヤの近位部分と遠位部分を分離し得る。この装
置は、固定マーカーバンドを２つ又は３つ以上と、その２つ又は３つ以上の固定マーカー
バンドのうち少なくとも２つの上に配備可能なステントを備えた自己拡張型血管内ステン
トとを含み得る。この装置は、浮動マーカーバンドを２つ又は３つ以上と、その２つ又は
３つ以上の浮動マーカーバンドのうち少なくとも２つの上に配備可能なステントを備えた
自己拡張型血管内ステントとを含み得る。この装置はまた、少なくとも１つの浮動マーカ
ーバンドと少なくとも１つの固定マーカーバンドとの上に配備可能なステントを備えた、
自己拡張型血管内ステントを含み得る。この装置は、少なくとも１つの拘束部材によって
血管内ステント送達ワイヤに可動式に保持されている浮動マーカーバンドを含み得る。こ
の拘束部材には、組み紐、コイルバネ、又は保持ワイヤが含まれ得る。この保持ワイヤは
、血管内ステント送達ワイヤ上のリング又は刻みに接続することができる。この血管内ス
テント送達ワイヤは、血管系内をその血管内ステント送達ワイヤが前進している時に自由
に回転し、これにより曲がった解剖学的血管構造内を容易に通り抜けることができる先端
を有し得る。この少なくとも１つの保持ワイヤは、血管内ステント送達ワイヤ上のリング
に接続され得る。この少なくとも１つの保持ワイヤは、少なくとも１つの固定マーカーバ
ンド上の刻みに接続され得る。この少なくとも１つの保持ワイヤは、血管内ステント送達
ワイヤ上の刻みに接続され得る。
【００１８】
　本発明の他の特徴及び利点は、例として本発明の操作を例示する付属の図面と共に好ま
しい実施形態の以下の詳細な説明から、より明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明による自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配備及び／又は回収
するための装置の断面概略図。
【図２】本発明による自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配備及び／又は回収
するための装置の第１改変物の断面概略図。
【図３】本発明による自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配備及び／又は回収
するための装置の第２改変物の断面概略図。
【図４】本発明による自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配備及び／又は回収
するための装置の第３改変物の断面概略図。
【図５】本発明による自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配備及び／又は回収
するための装置の第４改変物の断面概略図。
【図６】図１に示す本発明による自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配備及び
／又は回収するための装置に、固定マーカーバンドの反対側に追加の浮動マーカーバンド
を備えたものの断面概略図。
【図７】図２に示す本発明による自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスを配備及び
／又は回収するための装置の第１改変物に、浮動マーカーバンドの反対側に追加の固定マ
ーカーバンドを備えたものの断面概略図。
【図８】正方形の外周部を有する浮動マーカーバンドの平面図。
【図９】五角形の外周部を有する浮動マーカーバンドの平面図。
【図１０】本発明による血管内送達ワイヤ又はプッシャーワイヤの一実施形態の断面概略
図。このワイヤには、内側コアワイヤ部分と外側コイルワイヤ部分が含まれる。
【図１１】本発明による血管内送達ワイヤ又はプッシャーワイヤの一実施形態の平面図。
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このワイヤには、内側コアワイヤ部分と外側コイルワイヤ部分が含まれる。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　限定のためではなく例示のために提示される図面を参照して、本発明は、自己拡張型血
管内ステント又は医療デバイスを配備及び／又は回収するための装置１０を提供する。こ
の装置には、貫通した中央開口部１３を有し、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドの
中央開口部を通って延在する血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤ１４上に可
動式に保持又は拘束されている、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンド１２が含まれる
。
【００２１】
　血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤには、近位部分１６、遠位部分１８、
及びその近位部分と遠位部分との間にある中間部分２０が含まれる。いくつかの実施形態
において、更に別の中間部分も提供され得る。このワイヤは各部分にわたって全体を通し
て均一であってよく、あるいは、ある部分とその隣の部分とで１つ又は２つ以上の属性が
異なっていてもよい。
【００２２】
　１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドは、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンド上
に、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイス２２を解放可能に実装するよう構成され
ている。１つ又は２つ以上の固定マーカーバンド２４は、典型的に円形の外周部を有し、
血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤに、固定的につながれている。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤは、例
えばコイルワイヤ部分２８、及びコアワイヤ部分３０を有する部材などの、拘束部材２６
を備える。このコアワイヤ部分はまっすぐ又は線状で、コイルワイヤ部分がその回りに（
例えばらせん状に）巻き付けられている状態であり得る。このコアワイヤ部分は、ある部
分とその隣の部分とで均一であり、コイルワイヤ部分は２つ以上の部分で異なっていても
よい。例えば、コイルワイヤ部分は、隣接するコイルとの間の距離、コイルの直径、ワイ
ヤの太さ、及びワイヤの材料組成物の属性のうち１つ又は２つ以上に関して異なっていて
もよい。
【００２４】
　例えば、図１～５に示すように、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドは、拘束部材
によって、血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤ上に可動式に保持又は拘束さ
れていてもよく、この拘束部材は、コイルバネ３２、組み紐３４、又は保持ワイヤ３６の
形状をとることができ、これらはリング３８、又は血管内ステント送達ワイヤ若しくはプ
ッシャーワイヤ若しくは固定マーカーバンド上のレーザー刻み６４に接続され得る（図４
及び５を参照）。
【００２５】
　固定マーカーバンドと、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドとの間の距離４０は、
自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの設計によって必然的に決まる。１つ又は２
つ以上の浮動マーカーバンドと固定マーカーバンドとの間の距離は可変であるか、又は一
定ではなく、なめらかな連結を維持するため、解剖学的血管曲線に対応して前進又は後退
中に長さを増加又は減少させることによって、自己調節する。きつい血管曲率での、血管
内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤへのステントの連結は、自己調節的であり、
これによって、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスと固定マーカーバンドとの間
の可変ギャップ又は長さをもたらし、これによりアセンブリの容易な前進又は後退を促進
する。
【００２６】
　このアセンブリは、カテーテル又は管状シース４２にフィットするよう意図される。血
管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤの先端４４はシステム前進中に自由に回転
し、これにより曲がった解剖学的血管構造内を容易に通り抜けることができる。本発明は
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、自己拡張型血管内ステント若しくは医療デバイスの近位部分４６との、又は自己拡張型
血管内ステント若しくは医療デバイスの遠位部分４８との統合に好適である。近位側統合
は、システム前進、配備、ステント後退に最適である。図１及び３～５に図示されている
ように、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドは、固定マーカーバンドより遠位側にあ
ってよく、また図２に示すように固定マーカーバンドより近位側にあってよく、また図６
～７に示すように固定マーカーの遠位側と近位側両方にあってよい。図６に示すように、
固定マーカーバンドより遠位側に１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドがあってよく、
かつ固定マーカーバンドより近位側に１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドがあってよ
い。あるいは、図７に示すように、１つの浮動マーカーバンド１２が、第１の固定マーカ
ーバンド２４に対して遠位側にあり、かつ第２の固定マーカーバンド２４に対して近位側
にあってもよい。
【００２７】
　１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドの外周部５０は、多辺形又は多角形形状（例え
ば正方形５２又は五角形５４など）を有する。これにより、ステントのストラット若しく
はレッグ５６、又は放射線不透過性マーカー５８が、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバ
ンドを超えて延在でき、これにより、ステントのストラット、レッグ、又は放射線不透過
性マーカーは、カテーテル又は管壁６０と、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドの少
なくとも１つの辺６２とによって拘束される。これによってステントが、血管内ステント
送達ワイヤ又はプッシャーワイヤと接することができ、かつ、ステントの端部が、円柱強
度を維持し、圧縮負荷がかかっても座屈しないようにすることが可能になる。１つ又は２
つ以上の浮動マーカーバンドが、自己拡張型血管内ステント又は医療デバイスの近位側又
は遠位側にあるストラット若しくはレッグ又は放射線不透過性ステントマーカーと噛み合
うことにより、ステントは、引張り負荷のかかった状態で回収することができる。ステン
トを支えるサポートを提供するため、かつステント座屈を防止又は最小限に抑えるために
、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンドは好ましくは、ステント本体の下に配置される
。
【００２８】
　血管内ステント送達ワイヤ又はプッシャーワイヤのさまざまな部分（近位部分、遠位部
分、中間部分）が、１つ又は２つ以上の浮動マーカーバンド及び固定マーカーバンドによ
って互いに分離され得ることは、これまでの記述から容易に明らかとなろう。ステント又
は他の医療デバイスは、浮動マーカーバンド又は固定マーカーバンドの任意の２つの間に
配備することができる。自己拡張型血管内ステント又は他の医療デバイスは、マーカーバ
ンド上に装着することができる。マーカーバンドの配列には、単一の浮動マーカーバンド
と、単一の固定マーカーバンドとが含まれ得る。別の実施形態において、この配列には、
一連の３つ以上のマーカーバンドが含まれ得る。更に、１つ又は２つ以上の浮動マーカー
バンドと１つ又は２つ以上の固定マーカーバンドを合わせたその他さまざまな配列が可能
であり、その上にステント又は他の医療デバイスを解放可能に装着することができ、これ
らは、本発明の趣旨及び範囲内であると見なされる。
【００２９】
　本発明の特定の形態を図示し、説明してきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱するこ
となくさまざまな修正がなされ得ることが、上記の内容から明らかとなるであろう。した
がって、添付の「特許請求の範囲」による限定を除き、本発明を限定することは意図され
ていない。
【００３０】
〔実施の態様〕
（１）　遠位部分と近位部分とを有する血管内ステント送達ワイヤと、
　該血管内ステント送達ワイヤ上に可動式に保持される少なくとも１つの浮動マーカーバ
ンドであって、その上に自己拡張型血管内ステントを解放可能に装着するよう構成された
、少なくとも１つの浮動マーカーバンドと、を含む、自己拡張型血管内ステントを配備及
び回収するための装置。
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（２）　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、前記血管内ステント送達ワイヤの
前記近位部分と前記遠位部分とを分離する、実施態様１に記載の装置。
（３）　前記浮動マーカーバンドを２つ又は３つ以上含み、自己拡張型血管内ステントを
更に含み、該ステントは前記２つ又は３つ以上の浮動マーカーバンドのうち少なくとも２
つの上に配備可能である、実施態様１に記載の装置。
（４）　前記血管内ステント送達ワイヤが、曲がった解剖学的血管構造内を容易に通り抜
けることができるようにするために、前記血管内ステント送達ワイヤが血管構造内に前進
している時に、自由に回転するよう構成された自由回転可能な先端を含んでいる、実施態
様１に記載の装置。
（５）　前記血管内ステント送達ワイヤに固定的に取り付けられている少なくとも１つの
固定マーカーバンドを更に含み、前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドは、少なくと
も１つの拘束部材によって、前記少なくとも１つの固定マーカーバンドに可動式に保持さ
れている、実施態様１に記載の装置。
（６）　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドに装着されている近位部分を有する自
己拡張型血管内ステントを更に含む、実施態様１に記載の装置。
（７）　壁を有するカテーテルを更に含み、この中で前記自己拡張型血管内ステントが配
置され、前記自己拡張型血管内ステントが前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドの上
に延在する少なくとも１つのストラットを有し、これによって、前記自己拡張型血管内ス
テントの前記少なくとも１つのストラットが、前記カテーテル壁と、前記少なくとも１つ
の浮動マーカーバンドの少なくとも１辺とによって拘束されている、実施態様６に記載の
装置。
（８）　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、多辺形を備える外周部を有する、
実施態様１に記載の装置。
（９）　前記多辺形が、正方形及び五角形からなる多辺形の群から選択される、実施態様
８に記載の装置。
（１０）　前記血管内ステント送達ワイヤが、前記遠位部分と前記近位部分との間に配置
される中間部分を含む、実施態様１に記載の装置。
【００３１】
（１１）　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、（ｉ）前記血管内ステント送達
ワイヤの前記近位部分と前記中間部分、及び（ｉｉ）前記血管内ステント送達ワイヤの前
記遠位部分と前記中間部分、のうち少なくとも１つを分離する、実施態様１０に記載の装
置。
（１２）　前記血管内ステント送達ワイヤが、コイルワイヤ部分及びコアワイヤ部分を含
み、該コイルワイヤ部分が該コアワイヤ部分の周囲に巻き付けられている、実施態様１０
に記載の装置。
（１３）　前記コアワイヤ部分が、前記血管内ステント送達ワイヤの前記近位部分から前
記遠位部分へと均一に延在する、実施態様１２に記載の装置。
（１４）　前記コイルワイヤ部分が、前記近位部分、前記中間部分、及び前記遠位部分の
うち少なくとも２つの間で、隣接するコイル間の距離、コイル直径、ワイヤ太さ、及びワ
イヤの材料組成の特性のうち少なくとも１つが異なっている、実施態様１３に記載の装置
。
（１５）　前記血管内ステント送達ワイヤに固定的に取り付けられている少なくとも１つ
の固定マーカーバンドを更に含み、前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドは、前記少
なくとも１つの固定マーカーバンドに可動式に保持されている、実施態様１０に記載の装
置。
（１６）　前記少なくとも１つの固定マーカーバンドが、（ｉ）前記血管内ステント送達
ワイヤの前記近位部分と前記中間部分、及び（ｉｉ）該血管内ステント送達ワイヤの前記
遠位部分と該中間部分、のうち少なくとも１つを分離する、実施態様１５に記載の装置。
（１７）　前記少なくとも１つの固定マーカーバンドと、前記少なくとも１つの浮動マー
カーバンドとの間の距離が、可変である、実施態様５に記載の装置。
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（１８）　前記少なくとも１つの固定マーカーバンドが、前記血管内ステント送達ワイヤ
の前記近位部分と前記遠位部分とを分離する、実施態様５に記載の装置。
（１９）　前記固定マーカーバンドを２つ又は３つ以上含み、自己拡張型血管内ステント
を更に含み、該ステントは前記２つ又は３つ以上の固定マーカーバンドのうち少なくとも
２つの上に配備可能である、実施態様５に記載の装置。
（２０）　自己拡張型血管内ステントを更に含み、該ステントが、前記少なくとも１つの
浮動マーカーバンドと前記少なくとも１つの固定マーカーバンドとの上に配備可能である
、実施態様５に記載の装置。
【００３２】
（２１）　前記少なくとも１つの拘束部材が、少なくとも１つのコイルバネを含む、実施
態様５に記載の装置。
（２２）　前記少なくとも１つの拘束部材が、少なくとも１つの組み紐を含む、実施態様
５に記載の装置。
（２３）　前記少なくとも１つの拘束部材が、少なくとも１つの保持ワイヤを含む、実施
態様５に記載の装置。
（２４）　前記少なくとも１つの保持ワイヤが、前記少なくとも１つの固定マーカーバン
ド上のリングに接続されている、実施態様２３に記載の装置。
（２５）　前記少なくとも１つの保持ワイヤが、前記少なくとも１つの固定マーカーバン
ド上の刻みに接続されている、実施態様２３に記載の装置。
（２６）　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、少なくとも１つの拘束部材によ
って、前記血管内ステント送達ワイヤに可動式に保持されている、実施態様１に記載の装
置。
（２７）　前記少なくとも１つの拘束部材が、組み紐及びコイルバネからなる群から選択
される構成要素を含む、実施態様２６に記載の装置。
（２８）　前記少なくとも１つの拘束部材が、少なくとも１つの保持ワイヤを含む、実施
態様２６に記載の装置。
（２９）　前記少なくとも１つの保持ワイヤが、前記血管内ステント送達ワイヤ上のリン
グに接続されている、実施態様２８に記載の装置。
（３０）　前記少なくとも１つの保持ワイヤが、前記血管内ステント送達ワイヤ上の刻み
に接続されている、実施態様２８に記載の装置。
【００３３】
（３１）　自己拡張型血管内医療デバイスを配備及び回収するための装置であって、
　遠位部分と近位部分とを有する血管内プッシャーワイヤと、
　該血管内プッシャーワイヤ上に可動式に拘束される少なくとも１つの浮動マーカーバン
ドであって、その上に自己拡張型血管内医療デバイスを解放可能に装着するよう構成され
ている、少なくとも１つの浮動マーカーバンドと、
　前記血管内プッシャーワイヤに固定的に取り付けられている少なくとも１つの固定マー
カーバンドであって、前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、少なくとも１つの拘
束部材によって、前記少なくとも１つの固定マーカーバンドに可動式に保持されている、
少なくとも１つの固定マーカーバンドと、を含む、装置。
（３２）　前記少なくとも１つの固定マーカーバンドと、前記少なくとも１つの浮動マー
カーバンドとの間の距離が、自己調節的である、実施態様３１に記載の装置。
（３３）　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドが、正方形及び五角形からなる多角
形の群から選択される多角形形状を有する外周部をもつ、実施態様３１に記載の装置。
（３４）　前記少なくとも１つの拘束部材が、少なくとも１つのコイルバネを含む、実施
態様３１に記載の装置。
（３５）　前記少なくとも１つの拘束部材が、少なくとも１つの組み紐を含む、実施態様
３１に記載の装置。
（３６）　前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドに装着されている近位部分を有する
自己拡張型血管内医療デバイスを更に含む、実施態様３１に記載の装置。
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（３７）　壁を有する管状シースを更に含み、この中に前記自己拡張型血管内医療デバイ
スが配置され、前記自己拡張型血管内医療デバイスが前記少なくとも１つの浮動マーカー
バンドの上に延在する少なくとも１つのストラットを有し、前記少なくとも１つのストラ
ットが、前記管状シースの前記壁と、前記少なくとも１つの浮動マーカーバンドの少なく
とも１辺とによって拘束されている、実施態様３６に記載の装置。
（３８）　前記少なくとも１つの拘束部材が、少なくとも１つの保持ワイヤを含む、実施
態様３１に記載の装置。
（３９）　前記少なくとも１つの保持ワイヤが、前記少なくとも１つの固定マーカーバン
ド上のリングに接続されている、実施態様３８に記載の装置。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(12) JP 6195697 B2 2017.9.13

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(13) JP 6195697 B2 2017.9.13

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ユージーン・ヤング
            アメリカ合衆国、９４５８７　カリフォルニア州、ユニオン・シティ、ランディ・コート　４７６
            ５
(72)発明者  チュン・ハオ・イェ
            アメリカ合衆国、９２６５６　カリフォルニア州、アリソ・ビエホ、レオン　５
(72)発明者  クリストファー・ジー・エム・ケン
            アメリカ合衆国、９４４０３　カリフォルニア州、サン・マテオ、ダブリュ・ヒルズデール・ブー
            ルバード　６５２
(72)発明者  トゥ・アン・ホ
            アメリカ合衆国、９５１１１６　カリフォルニア州、サン・ホセ、ダイアナ・プレイス　２２３８

    審査官  和田　将彦

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００８／００５１８７０（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００９／０３０６７６０（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２００１－５２５７１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０７９３５１４０（ＵＳ，Ｂ２）　　
              特表２００３－５００１０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１１－５１２３１８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　　２／９６２　　　－　　　　　　　２／９６６
              Ａ６１Ｍ　　２５／０９５　　　－　　　　　　２５／０９８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

