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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リード内部に配置されるように寸法を合わせられたインプラント可能なハーメチックシ
ールされた構造であって、該構造は、
　エフェクタを外部環境との接触から部分的に保護するように適合された生体内耐腐食性
ホルダと、
　金属製のシーリング層と
を含み、
　該ホルダは、
　複数の生体内耐腐食性壁であって、該複数の壁のうちの各壁は、上端と、隣接端と、底
端とを有し、該複数の壁のうちの各壁の各隣接端は、該複数の壁のうちのそれぞれの壁の
それぞれの隣接端にシールされて、該生体内耐腐食性ホルダの底端において第１の開口部
を、該底端に対向する端において第２の開口部を形成する、複数の生体内耐腐食性壁と、
　該複数の壁のうちの各壁の底端にシールされて、該生体内耐腐食性ホルダの底端におい
て第１の開口部を覆う底部と、
　該底部を貫いて延びる少なくとも１つの導電性フィードスルーであって、該リードに電
気的に結合するように構成されている導電性フィードスルーと
　を含み、
　該金属製のシーリング層は、該複数の壁のうちの各壁の該上端にシールされて、該底端
に対向する端において該第２の開口部を実質的に覆い、エフェクタを収容することが可能
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な体積を画定し、これにより、該金属製のシーリング層と、該生体内耐腐食性ホルダと、
該少なくとも１つの導電性フィードスルーとは、共同して、該エフェクタをハーメチック
シールするように動作可能である、インプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２】
　前記エフェクタをさらに備えている、請求項１に記載のインプラント可能なハーメチッ
クシールされた構造。
【請求項３】
　前記エフェクタは、集積回路を備えている、請求項２に記載のインプラント可能なハー
メチックシールされた構造。
【請求項４】
　前記エフェクタは、アクチュエータを備えている、請求項３に記載のインプラント可能
なハーメチックシールされた構造。
【請求項５】
　前記アクチュエータは、電極を備えている、請求項４に記載のインプラント可能なハー
メチックシールされた構造。
【請求項６】
　前記エフェクタは、センサを備えている、請求項３に記載のインプラント可能なハーメ
チックシールされた構造。
【請求項７】
　前記ハーメチックシールされた構造は、塩分環境において少なくとも１０年間ハーメチ
ックシールされたままであるように構成されている、請求項１に記載のインプラント可能
なハーメチックシールされた構造。
【請求項８】
　前記導電性フィードスルーが、金属である、請求項１に記載のインプラント可能なハー
メチックシールされた構造。
【請求項９】
　前記導電性フィードスルーが、金属と半導体との合金である、請求項１に記載のインプ
ラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項１０】
　前記導電性フィードスルーが、窒化物である、請求項１に記載のインプラント可能なハ
ーメチックシールされた構造。
【請求項１１】
　前記導電性フィードスルーが、半導体である、請求項１に記載のインプラント可能なハ
ーメチックシールされた構造。
【請求項１２】
　前記耐腐食性ホルダは、シリコンを備えている、請求項１に記載のインプラント可能な
ハーメチックシールされた構造。
【請求項１３】
　前記耐腐食性ホルダは、セラミックを備えている、請求項１に記載のインプラント可能
なハーメチックシールされた構造。
【請求項１４】
　前記耐腐食性ホルダは、プレーナプロセッシングプロトコルを用いて製造される、請求
項１に記載のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項１５】
　前記構造は、前記ハーメチックシールされた体積内に存在する絶縁性の材料をさらに備
えている、請求項１に記載のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項１６】
　前記構造は、少なくとも１つの細長い導電性部材と電気的に結合されている、請求項１
に記載のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項１７】
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　前記導電性フィードスルーは、白金を備えている、請求項１に記載のインプラント可能
なハーメチックシールされた構造。
【請求項１８】
　前記導電性フィードスルーは、イリジウムを備えている、請求項１に記載のインプラン
ト可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項１９】
　前記導電性フィードスルーは、金属と半導体との合金を備えている、請求項１に記載の
インプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２０】
　前記耐腐食性ホルダは、少なくとも約１μｍの厚さである壁を備えている、請求項１に
記載のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２１】
　前記耐腐食性ホルダは、少なくとも約５０μｍの厚さである壁を備えている、請求項１
に記載のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２２】
　前記耐腐食性ホルダは、約１μｍから約１２５μｍまでの範囲の厚さの壁を備えている
、請求項１に記載のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２３】
　前記金属製のシーリング層は、白金を備えている、請求項１に記載のインプラント可能
なハーメチックシールされた構造。
【請求項２４】
　前記金属製のシーリング層は、貴金属または貴金属の合金を備えている、請求項１に記
載のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２５】
　前記金属製のシーリング層は、少なくとも約０．５μｍの厚さである、請求項１に記載
のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２６】
　前記金属製のシーリング層は、少なくとも約２．０μｍの厚さである、請求項１に記載
のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２７】
　前記金属製のシーリング層は、少なくとも約２０μｍの厚さである、請求項１に記載の
インプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２８】
　前記ハーメチックシールされた体積は、約１ｐｌから約１ｍｌまでの範囲である、請求
項１に記載のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項２９】
　前記集積回路は、前記導電性フィードスルーを経由して、少なくとも１つの細長い導電
性部材に電気的に結合されている、請求項３に記載のインプラント可能なハーメチックシ
ールされた構造。
【請求項３０】
　前記細長い導電性部材は、制御ユニットに電気的に結合されている、請求項２９に記載
のインプラント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項３１】
　前記制御ユニットは、ペースメーカー容器内に存在する、請求項３０に記載のインプラ
ント可能なハーメチックシールされた構造。
【請求項３２】
　請求項１に記載のハーメチックシールされた構造を備えている、インプラント可能な医
療用デバイス。
【請求項３３】
　前記エフェクタをさらに備えている、請求項３２に記載のインプラント可能な医療用デ
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バイス。
【請求項３４】
　前記エフェクタは、集積回路を備えている、請求項３３に記載のインプラント可能な医
療用デバイス。
【請求項３５】
　前記構造は、リード内に存在する、請求項３２に記載のインプラント可能な医療用デバ
イス。
【請求項３６】
　前記リードは、心臓血管のリードである、請求項３５に記載のインプラント可能な医療
用デバイス。
【請求項３７】
　前記リードは、左心室のリードである、請求項３６に記載のインプラント可能な医療用
デバイス。
【請求項３８】
　前記リードは、心外膜のリードである、請求項３７に記載のインプラント可能な医療用
デバイス。
【請求項３９】
　前記構造は、インプラント内に存在する、請求項３２に記載のインプラント可能な医療
用デバイス。
【請求項４０】
　前記インプラントは、心臓血管のインプラントである、請求項３９に記載のインプラン
ト可能な医療用デバイス。
【請求項４１】
　前記デバイスは、神経デバイス、筋肉デバイス、胃腸デバイス、骨格デバイス、肺デバ
イス、眼デバイス、および聴覚デバイスから選択される、請求項３２に記載のインプラン
ト可能な医療用デバイス。
【請求項４２】
　前記構造は、少なくとも１つの細長い導電性部材と電気的に結合されている、請求項３
２に記載のインプラント可能な医療用デバイス。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの導電性部材は、制御ユニットと電気的に結合されている、請求項
４２に記載のインプラント可能な医療用デバイス。
【請求項４４】
　前記制御ユニットは、ペースメーカー容器内に存在する、請求項４３に記載のインプラ
ント可能な医療用デバイス。
【請求項４５】
　前記デバイスは、心臓血管ペーシングデバイスである、請求項４４に記載のインプラン
ト可能な医療用デバイス。
【請求項４６】
　前記デバイスは、２つ以上の前記ハーメチックシールされた構造を備えている、請求項
３２に記載のインプラント可能な医療用デバイス。
【請求項４７】
　請求項１に記載のハーメチックシールされた構造と、
　制御ユニットと
　を備えている、システム。
【請求項４８】
　前記構造と前記制御ユニットとは、細長い導電性部材によって電気的に結合されている
、請求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記ハーメチックシールされた構造は、インプラント内に存在する、請求項４７に記載
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のシステム。
【請求項５０】
　前記システムは、請求項１に記載の２つ以上のハーメチックシールされた構造を備えて
いる、請求項４７に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記インプラントは、心臓血管のリードである、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記リードは、左心室のリードである、請求項５１に記載のインプラント可能な医療用
デバイス。
【請求項５３】
　前記リードは、心外膜のリードである、請求項５１に記載のインプラント可能な医療用
デバイス。
【請求項５４】
　請求項１に記載のハーメチックシールされた構造と、
　制御ユニットと
　を備えている、キット。
【請求項５５】
　前記キットは、細長い導電性部材をさらに含む、請求項５４に記載のキット。
【請求項５６】
　前記ハーメチックシールされた構造は、リード内に存在する、請求項５４に記載のキッ
ト。
【請求項５７】
　前記リードは、心臓血管のリードである、請求項５６に記載のキット。
【請求項５８】
　前記ハーメチックシールされた構造は、インプラント内に存在する、請求項５６に記載
のキット。
【請求項５９】
　前記インプラントは、心臓血管のインプラントである、請求項５８に記載のキット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　米国特許法第１１９条（ｅ）に従って、本出願は、以下の特許出願の出願日に対する優
先権を主張する。該特許出願とは、２００４年１２月２２日に出願された米国仮特許出願
第６０／６３８，６９２号と、２００５年２月２２日に出願された米国仮特許出願第６０
／６５５，６０９号と、２００５年５月１６日に出願された米国仮特許出願第６０／６８
１，９１９号と、２００５年７月８日に出願された米国仮特許出願第６０／６９７，７８
９号とであり、これらの特許出願の開示は本明細書において参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　塩分環境または高い湿度の環境において長期間生存し得るマイクロチップまたはマイク
ロセンサを製造することの従来の試みは、多くの要因により失敗してきた。この挑戦は、
インプラント可能な医療用デバイスにおいて、特に危機的である。
【０００３】
　この挑戦は、インプラント可能な心臓デバイスのケースで、心臓の外側に配置されるペ
ースメーカー容器内にコア電子機器および全てのコントローラチップを提供することによ
り、経験されてきた。この相対的に大きなデバイスは、コアとなる電気的コンポーネント
の完全な密封保護を可能にする。しかしながら、このデバイスのサイズが、心臓内のある
サイトにおける、この保護の使用を不可能にする。この制限は、感知または作動のサイト
におけるマイクロプロセッシングを提供し得る心臓デバイスの開発に挑戦してきた。
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【０００４】
　医療用デバイスの開発の重要な道は、オンサイトでのパッケージングが、利用可能にな
り、ローカルな材料のデバイス内への漏れの影響から、キーとなる電気的な、機械的な、
および／または作動用のコンポーネントを保護する場合に開かれる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（概略）
　インプラント可能なハーメチックシールされた構造および、それを製造し、使用する方
法が提供される。ハーメチックシールされた構造を含むデバイス、システムおよびキット
、ならびにこのようなデバイスおよびシステムを使用する方法もまた、提供される。本発
明の小型化された、耐腐食性のハーメチックされたパッケージは、まず、従来の利用可能
な設計よりも、大きさのオーダがより小さいサイズ形式で、長期間、塩分、血液または他
の体液に接触するエフェクタであって、例えば、集積回路（ＩＣ）を含むようなエフェク
タに対して保護を提供する。このパッケージングは、設計によって、独自に小型化された
形状要素を有する。本発明は、数日間、数ヶ月間、さらに数年間でも現実的かつ信頼性の
ある使用ができる、小型化された、インプラント可能な医療用デバイスの現実的な開発を
可能にする。
【０００６】
　本発明の局面は、インプラント可能なハーメチックシールされた構造を含み、該構造は
、リード、例えば、心臓血管リード、左心室リード、心外膜リードなどの内部に配置され
るように寸法を合わせられたものである。特定の実施形態において、構造は、エフェクタ
、例えば、アクチュエータ（例えば、電極）および／またはセンサを備えている。特定の
実施形態において、エフェクタは、集積回路を含む。本構造の実施形態は、少なくとも１
０年間塩分環境においてもハーメチックシールされたままであるように構成されている。
【０００７】
　本構造の実施形態は、生体内（ｉｎ　ｖｉｖｏ）耐腐食性ホルダを含み、該ホルダは、
少なくとも１つの導電性フィードスルーと、シーリング層とを有し、該シーリング層およ
びホルダは、ハーメチックシールされた体積を定義するように構成されている。導電性フ
ィードスルーは、金属（例えば、白金、イリジウムなど）、金属と半導体との合金、窒化
物、半導体または他のいくつかの便利な材料、であり得る。特定の実施形態において、耐
腐食性ホルダは、シリコンまたはセラミックを備えている。特定の実施形態において、耐
腐食性ホルダは、少なくとも約１μｍ、例えば、少なくとも約５０μｍの厚さの壁を備え
、また、特定の実施形態においては、壁は、約１μｍから約１２５μｍまでの範囲であっ
て、この範囲は約２５μｍから約１００μｍまでを含み、例えば、約７５μｍである。特
定の実施形態においては、シーリング層は、金属性であり、例えば、貴金属、例えば、白
金またはその合金であり、シーリング層を含んでいる。特定の実施形態において、シーリ
ング層は少なくとも約０．５μｍの厚さ、例えば、少なくとも約２．０μｍの厚さであり
、少なくとも約２０μｍを含んでおり、特定の実施形態においては、約０．５μｍから約
１００μｍまでの範囲にあって、その範囲は約１μｍから約５０μｍまでを含み、例えば
、約１０μｍである。特定の実施形態において、構造は、ハーメチックシールされた体積
内に存在する絶縁材料をさらに含む。特定の実施形態において、ハーメチックシールされ
た体積は、約１ｐｌから約１ｍｌまでの範囲にある。特定の実施形態においては、構造は
、少なくとも１つの細長い導電性部材と電気的に結合され、ここで、該細長い導電性部材
は、制御ユニット、例えば、ペースメーカー容器内に存在する制御ユニットと電気的に結
合され得る。
【０００８】
　本発明の局面は、ハーメチックシールされた構造を構成する方法をさらに含み、ここで
方法は、生体内耐腐食性ホルダ内に開口部を介してエフェクタを配置することと、開口部
上にシーリング層を生成し、ハーメチックシールされた体積内のホルダ内にエフェクタを
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シールすることと、を包含し、該方法は、例えば、該ホルダ内の通路を導電性材料で満た
し、該エフェクタと該導電性フィードスルーとの間に配置されるハンダをさらに融解する
ことによって、または単一の処理ステップで、ホルダ内の通路を導電性材料で満たし、か
つエフェクタに接触することによって、該ホルダ内の該エフェクタと電気的に結合される
導電性フィードスルーを生成することをさらに包含する。特定の実施形態において、方法
は、シーリング層を生成する前に該ホルダを平坦化することを包含する。特定の実施形態
において、ホルダは、構造内に存在し、構造は、複数のチップホルダを含み、上記方法は
、別々の複数のチップホルダを分離することにより、ハーメチックシールされた構造を生
成することを含む。
【０００９】
　本発明の局面は、本発明のハーメチックシールされた構造を含む、インプラント可能な
医療用デバイスをさらに含む。特定の実施形態において、構造はリード、例えば、心臓血
管リード、左心室リード、または心外膜リード内に存在する。特定の実施形態において、
デバイスは、神経デバイス、筋肉デバイス、胃腸デバイス、骨格デバイス、肺デバイス、
眼デバイス、および聴覚デバイスから選択される。特定の実施形態において、デバイスは
、２つ以上のハーメチックシールされた構造を含む。
【００１０】
　本発明の局面は、本発明のインプラント可能な医療用デバイスを対象にインプラントす
る方法、およびインプラントされた医療用デバイスの使用方法を包含する。
【００１１】
　本発明に従うハーメチックシールされた構造を含むシステムおよびキット、ならびに制
御ユニットもまた含まれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（詳細な記載）
　上記で要約されたように、本発明の局面は、ハーメチックシールされた構造、およびそ
れを製造し使用する方法を提供する。ハーメチックシールされた構造を含むデバイス、シ
ステムおよびキット、ならびにこのようなデバイスおよびシステムを使用する方法もまた
提供される。
【００１３】
　本発明がさらに詳細に記載される前に、本発明は、記載される特定の実施形態に限定は
されず、そのようなものは変更し得ることが理解されるべきである。本明細書で使用され
る専門用語は、特定の実施形態のみを記載する目的のためのものであり、限定することを
意図したものではないことが理解されるべきである。なぜならば、本発明の範囲は、添付
される特許請求の範囲によってのみ限定されるからである。
【００１４】
　値の範囲が提供されるところでは、上記範囲の上限と下限との間にある各値、つまりコ
ンテキストが他に明確に示していない場合は、下限の単位の１／１０までの値、また述べ
られた範囲内の、どのような述べられた値あるいは介在する値も本発明の範囲に包含され
ることが理解されるべきである。これらのより小さな範囲の上限および下限は、独立して
より小さな範囲に含まれ得、述べられた範囲の特に除外されたどのような限界にも従うこ
とを条件として、本発明内にも包含される。述べられた範囲が、限界の１つまたは両方を
含む場合には、これら含まれる限界のいずれかまたは両方を除く範囲もまた本発明に含ま
れる。
【００１５】
　他に定義される場合を除いて、本明細書で使用される全ての技術的、科学的な用語は、
本発明が所属する分野の当業者によって一般的に理解されるものと同一の意味を有する。
本明細書に記載される方法および材料に類似する、または同等の任意の方法および材料も
また、本発明の実施または試験に使用され得るが、代表的な実例となる方法および材料が
ここで記載される。
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【００１６】
　本明細書に引用される全ての出版物および特許は、各個別の出版物または特許が、参考
として援用されるべく具体的かつ個別に示されるように本明細書において参考として援用
され、出版物の引用に関連する方法および／または材料を開示および記載するために本明
細書において参考として援用される。任意の出版物の引用は、出願日の前の開示に対して
であり、本発明が、従来の発明によってそのような公開に先行するように権利化されない
ことを認めるものとして解釈されるべきではない。さらに、提供される公開日は、実際の
公開日とは異なり得、実際の公開日は、自主的に確認されることを必要とし得る。
【００１７】
　本明細書および添付する特許請求の範囲において使用されるように、単数形「１つの（
ａ）」、「１つの（ａｎ）」および「該」は、コンテキストが他に明確に規定しない場合
には、複数の指示物を含むことに注意する。特許請求の範囲は、任意の選択的なエレメン
トを除外するように記載され得ることにさらに注意する。そのように、この記述は、特許
請求のエレメントの列挙に関連するこのような排他的な専門用語（「単独で（ｓｏｌｅｌ
ｙ）」、「唯一の（ｏｎｌｙ）」、および同様のもの）の使用、または「否定的な」限定
の使用のために、先行基礎として役立つように意図されている。
【００１８】
　この開示を読むことで、当業者にとって明らかなように、本明細書で記載され図示され
る個別の実施形態の各々は、別々のコンポーネントおよび特性を有し、これらは、本発明
の範囲または精神から逸脱することなく、容易に、分離され得、任意の他の幾つかの実施
形態の特性と組み合わせられ得る。任意の列挙される方法は、列挙されるイベントの順序
で、または論理的に実行可能な任意の他の順序で実行され得る。
【００１９】
　本発明の局面をさらに記載することにおいて、ハーメチックシールされた構造の実施形
態が、まずさらに詳細にレビューされる。次に、ハーメチックシールされた構造を製造す
るための製造プロトコルの実施形態がレビューされる。デバイスの実施形態および本発明
のハーメチックシールされた構造を含むデバイス、例えば、インプラント可能な医療用デ
バイスおよびシステムが次いで記載され、同様にこのようなデバイスを異なるアプリケー
ションで使用する方法も記載される。また、本発明の局面を組み込むキットの記載が提供
される。
【００２０】
　（ハーメチックシールされた構造）
　上記で概略されたように、本発明の実施形態は、インプラント可能なハーメチックシー
ルされた構造を含む。ハーメチックシールされた構造がインプラント可能である場合に、
構造は、塩分環境、例えば、血液および／または組織と接する生理学的な環境において相
当な期間の間、機能的に（すなわち、たとえあっても、実質的な機能の低下がない状態で
）生存し得る。このようなものとして、一旦インプラントされると、例えば、構造内部に
シールされたエフェクタの機能によって決定される場合に、少なくとも２日以上の期間、
例えば、少なくとも約１週間、少なくとも約４週間、少なくとも約６ヶ月、少なくとも約
１年より長く、例えば、少なくとも約５年より長く、構造は機能に関しては、劣化しない
。特定の実施形態においては、生理学的なサイトに、約１年～約８０年以上の範囲の期間
、例えば、約５年から約７０年以上までで、約１０年から約５０年以上までの範囲を含む
期間、インプラントされた場合に、ハーメチックシールされた構造は、構造の中に存在す
るエフェクタにハーメチック保護を提供する。さらに、ハーメチックシールの完全性は、
インプラントされた構造が有意な電圧変化、例えば、約１Ｖから約５Ｖまでのような約０
．１Ｖから約１００Ｖまでの範囲の電圧変化を受けていても維持される。ハーメチックシ
ールされた構造は高い湿度、塩水噴霧（ｓａｌｔ　ｓｐｒａｙ）の環境において生存する
ことが可能であるので、構造は人体内以外での、例えば、塩水および／または高い湿度を
受けている他の高い信頼性のアセンブリにおいて多くの重要なアプリケーションを有し得
る。しかしながら、記載の簡易化のためだけに、本ハーメチックシールされた構造の局面
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は、インプラント可能な医学上のデバイスの実施形態に関して、本明細書に主としてさら
に記載される。
【００２１】
　本発明の実施形態においては、ハーメチックシールされた構造は、心臓血管リード内部
に位置するように寸法を合わせられる。「心臓血管リード内部に位置するように寸法を合
わせられる」ことは、構造が心臓血管リードの内部に位置し得るように、ハーメチックシ
ールされた構造は十分に小さいサイズ（すなわち、形状要素）を有していることを意味す
る。特定の実施形態においては、ハーメチックシールされた構造は最長の寸法については
、例えば、約０．５ｍｍから約２ｍｍまでを含む、約０．２ｍｍから約５ｍｍまでのよう
な約０．０５ｍｍ～約２０ｍｍの範囲の長さ、幅または高さを有する。このようなものと
して、本構造の実施形態は、従来の利用可能な設計に比べて大きさのオーダがより小さい
サイズを有する。従って、本構造の実施形態は、数日間、数ヶ月間、および数年間の現実
的かつ信頼性のある使用のための、小型化されたインプラント可能な医学デバイスの現実
的な開発を可能にする。
【００２２】
　特定の実施形態においては、ハーメチックシールされた構造は、１つ以上のエフェクタ
を収納するハーメチックシールされた体積を含む。用語「エフェクタ」は、本明細書では
通常、センサ、アクチベータ、センサ／アクチベータ、アクチュエータ（例えば、電気機
械的な、または電気的なアクチュエータ）、または所望される機能を行うために使用され
得る任意の他のデバイスを言う。例えば、一部の実施形態においては、エフェクタは、ト
ランスデューサおよびプロセッサ（例えば、集積回路（デジタルまたはアナログ）の形態
における）を含む。このようなものである場合、本発明の実施形態は、エフェクタが集積
回路を備えているものを含む。用語「集積回路」（ＩＣ）は、本明細書において、材料の
小さなスライス、すなわちシリコンチップのようなチップの内または上に生成される電子
コンポーネントとそれらの接続の小さな複合体を言うために使用される。特定の実施形態
において、ＩＣは、２００５年９月１日に出願され「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐａ
ｒａｔｕｓ　Ｆｏｒ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉ
ｎｇ」と題されたＰＣＴ特許出願シリアルＮｏ．ＰＣＴ／ＵＳ２００５／＿＿＿＿＿＿に
記載されるようなＩＣであり、上記明細書の開示は本明細書において参考によって援用さ
れる。
【００２３】
　エフェクタはデータ収集、例えば、圧力データ、体積データ、寸法データ、温度データ
、酸素または二酸化炭素濃度データ、ヘマトクリット値データ、電気伝導度データ、電気
電位データ、ｐＨデータ、化学的データ、血流速度データ、熱伝導度データ、光学特性デ
ータ、断面積データ、粘性データ、放射線データおよびこれらと同様のものであることを
意図され得るが、これらに限定はされない。そういうものとして、エフェクタはセンサ、
例えば、温度センサ、加速度計、超音波送信機または受信機、電圧計、電位センサ、電流
センサなどであり得る。あるいは、エフェクタは、アクチュエーションまたはインターベ
ンションすること、例えば、電流または電圧を印加すること、電位を設定すること、物質
または領域を加熱すること、圧力変化を誘起すること、材料または物質を解放または捕獲
すること、光を放射すること、音響または超音波エネルギを放射すること、放射線を放射
することおよびこれらと同様のことを意図され得る。
【００２４】
　本発明の発明者の一部は、ドップラセンサ、圧力センサ、付加的な壁動作、および他の
心臓のパラメータを検知するデバイスを開発し、これらのエフェクタのデバイスまたは少
なくともそれらのコンポーネントは、本発明の実施形態に従って、所望されるようにハー
メチックシールされ得る。これらの一部は、現在出願されている仮出願；２００４年９月
２日に出願された米国仮特許出願第６０／６０７２８０号の「Ｏｎｅ　Ｗｉｒｅ　Ｍｅｄ
ｉｃａｌ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と、「
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ｈａｖｉｎｇ　Ｓｔａｂｌｅ　Ｇａｕｇｅ　Ｔｒａ
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ｎｓｄｕｃｅｒｓ」と題された米国特許出願第１１／０２５，８７６号と、「Ｐｒｅｓｓ
ｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ」と題された米国特許出願第１１／０２５，３
６６号と、「Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ
ｓ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｅｄ　ｔｏ　Ｐｒｏｖｉｄｅ　ｆｏｒ　Ｌｏｗ　Ｄｒｉｆｔ」と題
された米国特許出願第１１／０２５，８７９号と、「Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ
　Ｈａｖｉｎｇ　Ｎｅｕｔｒａｌ　Ｐｌａｎｅ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｅｄ　Ｔｒａｎｓｄｕ
ｃｅｒｓ」と題された米国特許出願第１１／０２５，７９５号と、「Ｉｍｐｌａｎｔａｂ
ｌｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ」と題された米国特許出願第１１／０２５，６
５７号と、「Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｐａｃｅｒ　Ｍｏｕ
ｎｔｅｄ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒｓ」と題された米国特許出願第１１／０２５，７９３号
と、２００４年９月３０日に出願され、「Ｓｔａｂｌｅ　Ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉｎｅｄ　
Ｓｅｎｓｏｒｓ」と題された米国仮特許出願第６０／６１５１１７号と、２００４年１０
月６日に出願され、「Ａｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｃｏｍｐｌｉａｎｔ　Ｆｏｒｃｅ　Ｐｒｅｓ
ｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ」と題された米国仮特許出願第６０／６１６７０６号と、２０
０４年１２月２０日に出願され、「Ｃａｒｄｉａｃ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ
ｉｚａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｓｔｒａｉｎ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ」と題された米国仮特許
出願と、２００４年１２月１０日に出願され、「Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ」と題されたＰＣＴ特許出願と、２００５年２月２２日に出願され
、「Ｓｈａｐｅｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｃｈｉｐｓ　ｗｉｔｈ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ　
ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題された米国仮特許出願と、２００５年３
月３日に出願され、「Ｆｉｂｅｒｏｐｔｉｃ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｗａｌｌ　Ｍｏｔｉｏｎ
　Ｔｉｍｅｒ」と題された米国仮特許出願第６０／６５８４４５号と、２００５年３月３
１日に出願され「Ｃａｒｄｉａｃ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆ
ｉｂｅｒｏｐｔｉｃ　Ｓｔｒａｉｎ　Ｇａｕｇｅｓ」と題された米国仮特許出願第６０／
６６７，７４９号とにおいて、具体化される。これらの出願は、これら全体において参考
として援用される。
【００２５】
　本発明の局面は、少なくとも１つの導電性のフィードスルーを有する生体内耐腐食性ホ
ルダと、シーリング層とを含むハーメチックシールされた構造を含み、ここでシーリング
層とホルダは、ハーメチックシールされた体積を定義するように構成され、例えば、ハー
メチックシールされた体積内において、１つ以上のエフェクタが存在する。これらのエレ
メントに対する適切な寸法および／または材料の選択は、以下にさらに詳細にレビューさ
れるように、例えば、上記でレビューされたようなハーメチックシールされた構造のイン
プラント可能な機能性を提供する。
【００２６】
　特定の実施形態において、生体内耐腐食性ホルダは、例えば、エフェクタがホルダの壁
によって１つの側面以外の全ての側面において拘束されるように、エフェクタを保持する
ように構成されている構造である。特定の実施形態において、ホルダは側壁および底を含
む。エフェクタが１つの側面以外の全ての側面において拘束される体積内に保持されるよ
うに、関心のあるエフェクタを含むことが可能である限りは、ホルダは種々の異なる構成
を有し得る。従って、ホルダの形状は正方形、円形、卵形、長方形、または所望される他
の幾つかの形状であり得る。
【００２７】
　ホルダは、種々の異なる材料から製造され得るが、該材料は、シリコン（例えば、単結
晶、多結晶など）、セラミック、例えば、炭化ケイ素、アルミナ、酸化アルミニウム、窒
化アルミニウム、窒化ホウ素、酸化ベリリウム、とりわけダイヤモンドライクカーボン、
焼結材料などを含むがこれらに限定はされない。特定の実施形態においては、ホルダは、
少なくとも特定の波長範囲にある光、例えば、赤外線を透過する材料から製造される。実
質的に任意のセラミックは、選択されるセラミックが、特定のアセンブリの腐食条件およ
びその意図される環境と一致する限り、ホルダのために使用され得る。複数の材料が使用
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される場合には、材料が構造にシールエフェクタの機能性に有害な衝撃を与えないように
、材料の選択において、熱膨張係数が考慮に入れられ得る。
【００２８】
　特定の実施形態においては、ホルダは、ホルダの壁または底に配置される１つ以上の導
電性フィードスルーを含む。特定の実施形態において、導電性フィードスルーは、ホルダ
の底に存在する比較的厚い導電性材料である。「比較的厚い」とは、導電性材料が、約０
．００１ｍｍから約１ｍｍの範囲、例えば、約０．０１ｍｍから約０．１ｍｍまでの厚さ
を有することを意味している。特定の実施形態においては、厚さは、約１２μｍから約３
７５μｍまでの範囲、例えば、約２０μｍから約１２５μｍまで、例えば、７５μｍであ
る。導電性フィードスルーは、種々の異なる材料から製造され得る。関心のある、適切な
材料は、金属、例えば、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、ニッケル（Ｎｉ）、オスミウム（Ｏｓ
）、パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、ロジウム（Ｒｈ）およびイリジウム（Ｉｒ）の
ような貴金属およびその合金を含むが、これらに限定はされない。ここで、特定の実施形
態において、貴金属は金またはその合金ではない。さらに他の実施形態において、導電性
金属は金合金である。適切な貴金属合金の精製において貴金属と結合され得る金属は、他
の貴金属、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）および同様のものを含
むがこれらに限定はされない。また、導電性金属として関心のあるものは、以下でさらに
詳細にレビューされるように、貴金属と半導体材料との合金、例えば、金属シリサイドで
ある。
【００２９】
　特定の実施形態において、生体内耐腐食性ホルダは、図１に３次元的に描かれる構造を
有する。図１においては、生体内耐腐食性ホルダ１０は、４つの壁１２、１４、１６、お
よび１８と、底２０を含む長方形の容器である。そのように、ホルダの壁および底は、１
つの側面以外の全ての側面において材料と接する収容体積を定義する。壁の幅および底の
厚さは、変更し得、特定の実施形態においては、構造が生体内環境に存在する時間におい
て、所望される耐腐食性を提供するために十分であるように選択される。特定の実施形態
において、壁の幅および底の厚さは、約０．００１ｍｍから約１０ｍｍまでの範囲にあっ
て、例えば、約０．０２５ｍｍから約０．２５ｍｍまでを含む約０．０１ｍｍから約１ｍ
ｍまでの範囲にある。図１に示される構造内の１つの側面以外の全ての側面によって収容
される体積は、例えば、単一のまたは複数のエフェクタが構造内にシールされるべきかど
うかに依存して変更し得、特定の実施形態においては、収容体積は、約１ｐｌから約１ｍ
ｌまでの範囲にあって、例えば、約０．１μｌから約１μｌまでを含む約１μｌから約１
００μｌまでの範囲にある。さらに、４つの別個の導電性フィードスルー２２、２４、２
６、および２８が、ホルダ１０の内側底面に示され、これらは、ホルダの内側底面から、
外部のコネクタエレメント３２、３４、３６および３８までの導電性接続を提供する。ホ
ルダが４つの異なる導電性フィードスルーを有するように描かれるが、任意の所望される
数のフィードスルーが存在し得、例えば、上記でレビューされるように、約１から約１０
００までのような１以上の範囲にあって、例えば、約３から約１０までを含む約２から約
１００までの範囲である。さらに、導電性フィードスルーは、任意の好適な材料、例えば
、白金またはその合金のような貴金属、金属シリサイドのようなシリサイド（以下にさら
に詳細にレビューされる）などから製造され得る。以下にさらに詳細にレビューされるよ
うに、ホルダは、プレーナプロセスプロトコルを含む多くの異なるプロトコルを用いて製
造され得、該プロトコルにおいては、基板に連続的に適用される種々の異なる材料除去お
よび材料堆積プロトコルを用いて、構造は、築かれ、および／または表面または最初のプ
レーナ基板の表面から除去される。
【００３０】
　本発明の実施形態のハーメチックシールされた構造において、ホルダの開口端は、シー
リング層を用いてシールされる。シーリング層は、適切な材料から製造される十分な厚さ
の層であり、一面、例えば上面とシーリング層が接し他の全ての面とホルダの内壁が接す
るハーメチックシールされた体積を定義する。特定の実施形態において、シーリング層は
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、少なくとも０．１μｍかそれ以上の厚さであり、特定の実施形態において、シーリング
層は、約１μｍから約１０μｍまでを含む約０．１μｍから約５０μｍまでのように、約
０．０１μｍから約１００μｍまでの範囲にある。シーリング層が製造され得る材料に関
連して、例えば、上記した白金、ロジウム、イリジウム、およびこれらの合金のような貴
金属およびこれらの合金のような金属、例えば、以下にレビューされるような金属シリサ
イド、例えば、窒化アルミニウム、窒化シリコン、窒化チタニウムのような窒化物、炭化
物などを含むがこれらに限定はされない、多くの異なる材料が使用され得る。一実施形態
において、シーリング層（すなわち、上部キャップの金属化）は、白金またはその合金で
ある。別の実施形態においては、シーリング層は、誘電体、例えば、窒化アルミニウム、
炭化タングステン、炭化ケイ素などである。
【００３１】
　特定の実施形態において、厚い白金の金属化とセラミックまたはシリコン製のホルダと
の間の熱膨張係数の差を緩和する設計が使用される。この場合において、白金の堆積の間
に、白金はエッチングされたシリコンまたはセラミックのリブのアレイの間に交錯される
。この設計は、膨張および／または縮小を経験する材料の総体積を最小化する。外側の金
属化は、白金または任意の貴金属、例えば、イリジウム、ロジウム、またはオスミニウム
あるいはこれらの合金であり得る。
【００３２】
　シーリング層とホルダとの付着を強化する付着促進層（ａｄｈｅｓｉｏｎ　ｐｒｏｍｏ
ｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）は、シーリング層とホルダとの間に含まれ得る。この付着促進層
は、変更し得、ここで適切な層は、チタン／タングステン、クロム、酸化白金および同様
のものを含むがこれらに限定はされない。例えば、以下にさらに詳細にレビューされるケ
イ化物もまた関心がある。シーリング層は、多くの異なるプロトコル（拡散接合、溶接、
ハンダ付け、ロウ付け、圧縮接合、超音波接合、サーモソニックボンディング、熱圧着、
アノード接合などを含むがこれらに限定はされない）を用いて構造に付着され得る。
【００３３】
　特定の実施形態において、シーリング層は、代わりに、誘電体、例えば、炭化ケイ素、
酸化ケイ素、窒化ケイ素などによって被覆される。
【００３４】
　所望される場合には、アセンブリ全体が選択的にプラスチックで被覆され得る。
【００３５】
　図２Ａは、本発明の実施形態に従ったハーメチックシールされた構造の３次元図を提供
する。図２Ａにおいて、構造２００は、ホルダ２１０とシーリング層２２０とを含む。シ
ーリング層２２０とホルダ２１０は、ホルダ内にハーメチックシールされた体積（示され
ていない）を定義するように構成されている。外部コネクタエレメント２１２、２１３、
２１４、２１５、２１６および２１７もまた示され、これらはホルダの底に存在する導電
性フィードスルー（示されていない）に結合される。
【００３６】
　図２Ｂは、本発明の実施形態に従ったハーメチックシールされた構造の３次元破断図を
提供する。図２Ｂにおいて、ホルダ２１０およびシーリング層２２０は、エフェクタ（例
えば、集積回路を備えている）２３０を保持するハーメチックシールされた体積２５０を
定義する。エフェクタ２３０は、導電性（例えば、白金）フィードスルーまたはビア２１
２と、ハンダ合金（例えば、鉛スズ、金スズ、銀スズ、または他の適切な合金）２４０を
用いて電気的に結合される。
【００３７】
　特定の実施形態において、エフェクタと、ホルダおよび／またはシーリング層との間の
任意のスペースは、絶縁材料によって占められ得る。任意の便利な絶縁材料が使用され得
、ここで代表的な絶縁材料は、液体、例えば、シリコーン油、エラストマ、熱硬化樹脂、
熱硬化プラスチック、エポキシ樹脂、シリコーン、液晶ポリマ、ポリアミド、ポリイミド
、ベンゾシクロブテン、セラミックペーストなどを含むがこれらに限定はされない。
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【００３８】
　図３Ａは、本発明の実施形態に従った、ハーメチックシールされた構造の横断面図を提
供する。この実施形態においては、ホルダ３００は、並んで（例えば、アレイフォーマッ
トで）配置される２つの別個のウェル３１１および３１２を含み、ここで各ウェルは、２
つの異なるエフェクタ３１３および３１４（例えば、集積回路）を収納する。各ウェルは
、側面３１５と底３１６とを含む。導電性フィードスルー３１７、３１８、３１９、およ
び３２０もまた各ウェルの底に示される。集積回路３１３および３１４のトレース３３１
、３３２、３３３および３３４の導電性フィードスルーに対する電気的な結合は、ハンダ
付け接続３２１、３２２、３２３および３２４である。異なるハンダ付け接続をお互いか
ら分離するものは、絶縁材料３４０である。示されてはいないが、適切な絶縁材料はまた
、エフェクタと、ホルダのウェルの側面／底との間のスペースに存在し得る。さらに、シ
ーリング層は図３Ａには示されていないが、フィードスルーに対向する表面上に存在する
。図３Ａの描写は、２つの異なる集積回路のみを示しているが、本発明のハーメチックシ
ールされた構造は、より多くの集積回路（例えば、４、５、６、またはそれ以上の回路）
を、任意の便利な配置で含み得る。パッケージ設計ごとに複数のチップがある一実施形態
は、アセンブリの１断面においてより高い電圧に抵抗するように組み立てられるか、別の
方法で設計されるチップを有することができる。コンパニオンチップは、第１のチップに
比べて低い電圧許容値を有するが、心臓のペーシングからの高い電圧、またはアセンブリ
の部分からの別のコンポーネントの要求を維持する能力を必要としない。これらのチップ
の両方は、例えば、同一のウェルまたは並んだウェル内の同一のハーメチックパッケージ
の中に落とし込まれ、ハンダ付けプロセスによって取り付けられ、次いで絶縁材料を用い
て適切に確保され（すなわちポット（ｐｏｔ）され）、例えば、以下にレビューされるよ
うに平坦化されまたは重ねられ、次いでシーリング層で被覆される。
【００３９】
　上記の例は、単一の本発明の耐腐食性ハーメチックパッケージ内に２つのチップを相乗
作用的に提供することへのガイダンスを提供するが、これらのアセンブリは単一のアセン
ブリ内に４、５、６、またはそれ以上まで扱い得る。このようなより大きな規模のアセン
ブリにおいては、これらのアセンブリが、ハーメチック保護される医療用デバイスコンポ
ーネントにより多くの機能性を付加するために、お互いの上部にスタックされ得る利点も
ある。
【００４０】
　図３Ｂにおいて、構造３５０は、ウェル３６６を定義する側面３６２および底３６４を
有するホルダ３６０を含む。お互いの上部上にスタックされる２つの異なるエフェクタ３
７１および３７２が、ウェル３６６内に存在する。導電性フィードスルー３８１および３
８２はまた、各ウェルの底に示される。集積回路３７１のトレース３７３および３７４と
導電性フィードスルーとの電気的な結合は、ハンダ付け接続３９１および３９２である。
異なるハンダをお互いに分離するものは、絶縁材料３７０である。示されてはいないが、
適切な絶縁材料はまた、エフェクタとホルダのウェルの側面／底との間の間隔に存在し得
る。さらに、シーリング層は、図３Ｂには示されていないが、フィードスルーと対向する
表面上に存在する。
【００４１】
　（製造の方法）
　ハーメチックシールされた構造の実施形態は、任意の便利なプロトコルを用いて製造さ
れ得る。本発明のこれらの実施形態の局面は、生体内耐腐食性ホルダ内に１つ以上のエフ
ェクタを配置することと、ホルダの開口部上にシーリング層を生成し、ハーメチックシー
ルされた体積内のホルダ内に１つ以上のエフェクタをシールすることとを含む。エフェク
タの性質に依存して、本方法の実施形態は、エフェクタとホルダ内に存在する導電性フィ
ードスルーとを電気的に結合することをさらに含む。本方法のさらなる実施形態は、耐腐
食性ホルダを構成することである。
【００４２】
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　任意の種々の異なるプロトコルが、シール構造およびそれらのコンポーネントを製造す
ることに使用され得る。例えば、モールディング、堆積および材料除去、例えば、プレー
ナプロセッシング手法（例えば、マイクロエレクトロメカニカルシステム（ＭＥＭＳ）製
造）が使用され得る。構造の製造の特定の局面において使用され得る堆積手法は、電気メ
ッキ、カソードアーク堆積、プラズマスプレー、スパッタリング、電子ビーム蒸着、物理
蒸着法、化学蒸着法、プラズマ化学蒸着法などを含むが、これらに限定はされない。材料
除去手法は、反応型イオンエッチング、異方性化学的エッチング、等方性化学的エッチン
グ、機械的研磨、レーザーアブレーション、放電加工（ＥＤＭ）などによる平面化を含む
が、これらに限定はされない。リソグラフィックプロトコルにも関心がある。特定の実施
形態において関心があるのは、プレーナプロセッシングプロトコルの使用であり、該プロ
トコルにおいて、構造は構築され、および／または、連続的に基板に適用される種々の異
なる材料除去および堆積プロトコルを用いて最初の平面基板の表面または表面群から除去
される。
【００４３】
　本発明の実施形態に従った製造プロトコルにおいて、ホルダがまず生成される。上記で
レビューしたように、ホルダは種々の異なる材料の内の任意から製造され得、該材料はシ
リコン（単結晶または多結晶）、炭化ケイ素（単結晶または多結晶）、アルミナ、または
他の適切なセラミックを含むがこれらに限定はされない。ホルダは、モールディングを含
む多くの異なるプロトコル、およびＭＥＭＳデバイスの製造において使用される材料除去
／堆積プロトコルによって生成され得、ここで特定のプロトコルは以下にさらに図示され
る。
【００４４】
　コンテナの底において、１つ以上の穴（例えば、トレンチの形態で）が生成され得、１
つ以上の穴は導電性材料で満たされ、導電性フィードスルーを生成する。これらの穴また
はトレンチは限定されるものではないが、放電加工（ＥＤＭ）、反応型イオンエッチング
、研削、化学的エッチングを含む多くのアプローチによって生成され得る。
【００４５】
　穴は、導電性材料、例えば、金属、ケイ化金属、などで満たされ、導電性フィードスル
ーを生成する。穴は、集積回路がホルダ内に配置される前または後に、構造の製造に使用
される特定のプロトコルに依存して導電性材料によって満たされ得る。特定の実施形態に
おいて、金属、例えば、白金のベース層が、例えば、このアセンブリが電気メッキを介し
て構築される予定である場合にはスパッタリングプロセスを介して付着（ａｐｐｌｙ）さ
れる。トレンチは、次いで、電気メッキ、プラズマ化学蒸着プロセスを用いて、または他
の適切な手段を介して満たされる。さらに他の実施形態において、以下にレビューされる
ように、集積回路がまずホルダに配置され、穴を導電性材料、例えば、金属で満たすこと
が続く。
【００４６】
　集積回路は、任意の便利なプロトコルを用いてホルダ内に配置され得る。特定の実施形
態において、ホルダ内に集積回路を配置することにおいて、集積回路のダイのトレース側
が、ホルダの底に対向して配置され、電気接触がホルダの底における回路のトレースとフ
ィードスルーとの間に構成され得る。本発明の一実施形態においては、集積回路は１つ以
上の材料の薄膜、例えば、白金薄膜で被覆され、次いで炭化ケイ素膜で被覆され得る。あ
るいは、スルーウェーハビアを有するウェーハにおいては、ウェーハは、ホルダ内の上部
のトレース側に配置され得、電気接続はスルーウェーハビアによってホルダの導電性フィ
ードスルーに対してなされ得る。
【００４７】
　ホルダ内にチップを配置する前に、ホルダの底が導電性フィードスルーを含むような実
施形態において、本発明の局面は、集積回路の回路網と導電性フィードスルーとの間の電
気接続を確立することを包含する。特定の実施形態において、電気接続は、表面に存在す
る（例えば、バンプされた）適切なハンダ材料、例えば、金、金スズ、または銀スズのハ
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ンダを提供することによって確立される。ハンダが金属製フィードスルーに接触するよう
に、ホルダ内に集積回路を配置することに続いて、アセンブリは、ハンダの融点を超える
様に加熱されることによって、最終的にホルダ内のフィードスルーと電気接触を形成する
。
【００４８】
　特定の実施形態においては、集積回路とホルダの壁／底との間に存在する、残っている
空間は、適切な絶縁材料（例えば、ポリイミド、エポキシ、または低融点のガラス）によ
って満たされ得、ここで材料は通常、シーリング層（例えば、以下に述べられる金属シー
リング層）の堆積プロセスと互換性があるものである。
【００４９】
　この点において、ホルダは、集積回路がホルダとシーリング層とによって定義された定
義体積（ｄｅｆｉｎｅｄ　ｖｏｌｕｍｅ）内にシールされるような方法でシーリング層に
シールされる。通常は、これらの実施形態のプロトコルのこのステップは、表面の底に対
向する構造の表面にわたってシーリング層を生成することを包含し、この表面は、ホルダ
の壁の上部、集積回路の底（非回路サイド）および任意の絶縁材料によって定義される。
【００５０】
　欠陥のないシーリング層がこのステップで生成されることを確実にするために、構造の
表面は、平坦化され得（すなわち、ラップされ得）、いかなる凹凸（例えば、バンプ、ク
ラックなど）も実質的にない均一な表面を生成する。結果として生じるラップされた表面
の均一な高さは、クラックのない（ｃｒａｃｋ　ｆｒｅｅ）保護層の形成を可能にする。
このステップは、凹凸が表面上に存在しないことが、上部面上に生成されるシーリング層
の構造上の完全性に反対に衝撃を与え得ることを保証する。
【００５１】
　結果として生じる表面（すなわち上部）は、次いでシーリング層、例えば、スパッタリ
ングされた白金膜で被覆される。特定の実施形態において、追加の材料が増加された厚さ
のために初期の層上にメッキされ得、例えば、スパッタリングされた膜が次いで白金メッ
キで被覆される。本発明の一実施形態において、ＩＣチップは、白金の薄膜で被覆され、
次いで炭化ケイ素膜で被覆される。
【００５２】
　上記のプロトコルは、ハーメチックシールされた集積回路の製造という結果を生じる。
所望される場合、構造の上部面、底部面、または側面の任意の面が追加の材料、例えば、
炭化ケイ素、酸化ケイ素、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、炭化タングステンなどのよう
な誘電体によってさらに被覆され得る。さらに、金属層および誘電体層の両方は、所望さ
れるように、任意の種々の異なる順序でスタックされて存在し得る。
【００５３】
　上記される様々なセンサ構造の生成のための代表的な製造プロトコルは、これからさら
に詳細に議論される。図４Ａ～図４Ｍは、ハーメチックシールされた構造を製造するため
に使用され得る本発明の実施形態に従う、プロセッシングプロトコルのフロー図を提供し
、このプロセスは、「シャドーマスク」プロセスと呼ばれ得る。図４Ａにおいて、初期の
構造４００は、ベース層４０５（例えば、シリコン、炭化ケイ素など）を含み、ベース層
４０５は、第１の面４０８上に存在するマスク層４１０を有する。例えば、プラズマエッ
チング手法を介して、露出した材料を除去することに続いて、浅い窪み（ｒｅｃｅｓｓ）
４０４（例えば、トレンチの形態で）は、図４Ｂに示されるように第１の表面４０８上に
生成される。これらの窪みは、以下に示されるように最終的に導電性フィードスルーにな
る。マスク層４１０の除去に続いて、構造４００は、図４Ｃに示されるように表面４０８
上に存在する。次に、シャドーマスク４１２は、図４Ｄに示されるように、ベース層４０
５の表面４０８上に位置される。シャドーマスク４１２は、任意の便利なプロトコルを用
いて、例えば、反応型イオンエッチング、フォトエッチング、または電鋳法などによって
生成され得る。（例えば、金属の）導電性層４１７が次いで、構造４００の上側表面４０
８およびマスク４１２にわたって図４Ｅに示されるように、例えば、堆積、メッキなどを
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介して生成される。導電性層４１７は、表面４０８上の窪み４０４を完全に満たす。次に
、マスク層４１２が、図４Ｆに示されるように平坦化され、ベース４０５の表面４０８上
に存在する導電性エレメント４２０を残す。図４Ｇにおいて、マスク層４２５は、底面４
２２上に生成される。次に、材料は図４Ｈに示されるように底面４２２から除去される。
バッキング層（ｂａｃｋｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）４２５の除去に続いて、構造４００は、例
えば、プレーナ処理を用いて製造されたフィードスルーのアレイと、例えば、プレーナ処
理を用いて製造された空洞のアレイとを含む、微細加工（ｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｅ
ｄ）チップパッケージと考えられ得る。このステップは、側壁４３１と底４３２とを有す
るホルダ４３０の製造という結果を生じ、ここで底４３２は、導電性エレメント４２０を
含み、導電性エレメント４２０は、この場合は、例えば、金属またはドープ（ｄｏｐｅ）
された半導体材料の導電性フィードスルーである。図４Ｉは、ホルダ４３０内の集積回路
４４０の配置を示し、ここで集積回路トレース４４１は、絶縁材料４４３によってお互い
に電気的に絶縁されている。ハンダ４４２も示され、ハンダ４４２は、トレース４４１と
導電性エレメント４２０、例えば、フィードスルーとの間の電気接続を提供する。次に、
絶縁材料４５０、例えば、エポキシは、図４Ｊに示されるように、ホルダ４３０内に導入
され、集積回路とホルダの壁／底との間の任意のギャップを満たす。図４Ｋにおいて、表
面４２２は平坦化され（すなわちラップされ）、表面の凹凸のない新しい平坦面４６０を
生成する。図４Ｌは、平坦面４６０上のシーリング層４７０の製造を示す。この図におい
て、構造は、各々集積回路を有するホルダのアレイを含んで示され、ここで各チップホル
ダは、集積回路を含み、絶縁材料は、集積回路とホルダの壁との間の空間を満たす。構造
は、絶縁材料、集積回路、およびチップホルダのアレイが平坦化され、平坦化されたチッ
プホルダのアレイを被覆する耐腐食性材料が存在するという点で、さらに特徴化される。
最終的なステップにおいて、図４Ｍに示されるように、構造４００は分割され、ハーメチ
ックシールされた集積回路４８１と４８２を生成する。
【００５４】
　図５Ａ～図５Ｌは、本発明の１つの実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造を
製造するために使用され得る処理プロトコルのフロー図を提供し、このプロセスは、「波
形の模様のある（ｄａｍａｓｃｅｎｅ）」プロセスといわれ得る。図５Ａにおいて、初期
の構造５００は、ベース層５０５（例えば、シリコン、炭化ケイ素など）を含み、ベース
層５０５は、第１の表面５０８上に存在するマスク層５１０を有する。材料の除去に続い
て、例えば、プラズマエッチング手法を介して、浅い窪み５０４（例えば、トレンチの形
状で）が、図５Ｂに示されるように第１の表面５０８上に生成される。これらの窪みは、
以下に示されるように、最終的には、導電性フィードスルーになる。マスク層５１０の除
去に続いて、構造５００は、図５Ｃに示されるように、表面５０８上に存在する窪み５０
４を含む。次に、（例えば、金属の）導電性層５１７が、次いで、図５Ｄに示されるよう
に上面５０８にわたって、例えば、堆積、メッキなどを介して生成される。導電性層５１
７は、表面５０８上の窪み５０４を完全に満たす。次に、図５Ｅに示されるように、例え
ば、ラッピングまたは化学的機械研磨法などによって、最上面５１５が平坦化され、表面
５１５が平坦になるように、ベース５０５の表面５１５上に存在する導電性エレメント５
２０を残す。図５Ｆにおいて、マスク層５２５が、底面５２２上に生成される。次に、図
５Ｇに示されるように、材料が底面５２２から除去される。このステップは、側壁５３１
および底５３２を有するホルダ５３０の製造という結果を生じ、ここで底５３２は、導電
性エレメント５２０を含み、導電性エレメント５２０は、ここで導電性フィードスルーで
ある。図５Ｈは、ホルダ５３０内の集積回路５４０の配置を示し、ここで集積回路トレー
ス５４１は、絶縁材料５４３によってお互いに絶縁されている。ハンダ５４２もまた、示
され、ハンダ５４２は、トレース５４１と導電性エレメント、例えば、フィードスルー５
２０との間に電気接続を提供する。さらに、マスク層５２５は、底面５２２から除去され
る。次に、図５Ｉに示されるように、絶縁材料５５０、例えば、エポキシが、ホルダ５３
０に導入され、集積回路とホルダの壁／底の間の任意のギャップを満たす。図５Ｊにおい
て、表面５２２は、平坦化され（すなわちラップされ）、表面の凹凸がない新しい平坦面
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５６０を生成する。図５Ｋは、平坦面５６０上のシーリング層５７０の製造を示す。最終
的なステップにおいて、図５Ｌに示されるように、構造５００は分割され、製品であるハ
ーメチックシールされた集積回路５８１および５８２を生成する。
【００５５】
　図６Ａ～図６Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造を製造す
るために使用され得る処理プロトコルのフロー図を提供し、このプロセスは、「ハンダの
ない（ｓｏｌｄｅｒ－ｆｒｅｅ）」処理といわれ得る。図６Ａにおいて、初期の構造６０
０は、ベース層６０５（例えば、シリコン、炭化ケイ素など）を含み、ベース層６０５は
、第１の表面６０８上にマスク層６１０を有する。プラズマエッチング手法を介する除去
に続いて、浅い窪み６０４（例えば、トレンチの形状で）図６Ｂに示されるように第１の
表面上に生成される。これらの窪みは、以下に示されるように最終的に導電性フィードス
ルーになる。マスク層６１０の除去に続いて、構造６００は図６Ｃに示されるように第１
の表面６０８上に存在する窪み６０４を含む。さらに、マスク層６２５は、底面６２２上
に精製される。次に材料は、図６Ｄに示されるように底面６２２から除去される。このス
テップは、側壁６３１と底６３２を有するホルダ６３０の製造という結果を生じ、ここで
底６３２は、穴６３３を含む。図６Ｅは、ホルダ６３０内への集積回路６４０の配置を示
し、集積回路トレース６４１は、絶縁材料６４３によってお互いに絶縁される。さらに、
マスク層６２５は底面６２２から除去される。次に、第２のマスク層６１２は、図６Ｆに
示されるようにベース層６０５の表面６０８上に配置される。次に、例えば、金属の導電
性層６１７が、例えば、図６Ｇに示されるように上面６０８にわたって、堆積、メッキな
どを介して生成される。導電性層６１７は、表面６０８上の窪み６０４を完全に満たす。
次に、最上面６１５は、図６Ｈに示されるように平坦化され、導電性フィードスルー６２
０がトレース６４１と電気的に接続するように、ベース６０５の表面６１８上に存在する
導電性フィードスルー６２０を残す。結果として生じる構造は、例えば、図４Ａ～図４Ｍ
および図５Ａ～図５Ｌに関連してさらに上記されるように、次いでさらに処理される。
【００５６】
　上記される製造方法は、本発明に従ってハーメチックシールされた構造を製造するため
に使用され得る様々なプロトコルの単なる例示であることに注意する。
【００５７】
　（シリサイドの実施形態）
　上記したように、特定の実施形態は、主題のハーメチックシールされた構造の様々なコ
ンポーネントにおいて、金属と半導体材料の合金、特にシリサイド化金属の使用を含む。
シリコン、ゲルマニウム、ガリウムおよびこれらと同様のものと多くの金属との相互拡散
が、耐腐食性でさらに導電性の材料を生成する。シリサイド化合物として公知の、このグ
ループの材料のサブセットは、アニーリングステップが、不活性環境内で典型的に上昇し
た温度において行われた後に、金属とシリコン化合物（結晶シリコン、非結晶シリコン、
炭化ケイ素、窒化ケイ素）との間に形成される。金属とシリコンとを含有する材料は、金
属－シリコン界面で相互拡散し、アニーリング温度、アニーリング環境、およびアニーリ
ング時間に依存して種々の新しい化合物を形成する。ルテニウム、オスミニウム、イリジ
ウム、パラジウムおよび白金のシリサイド化合物が、数ある中で、本発明の生物医学的な
パッケージングアプリケーションにとって重要である。これらのシリサイド化合物は、典
型的には、約０．１μｍから約０．５μｍまでの範囲の厚さであるが、約０．０１μｍか
ら約２５０μｍまでの範囲にわたり得、約２５℃～約１５００℃の間で特定の実施形態に
おいて形成され得る。シリサイド化合物の形成は、材料構造、および、そのようなものと
してその化学的、機械的特性を変える。主題のハーメチックシールされた構造において、
金属シリサイド化合物は、増加した耐腐食性および増加した基板接着を、構造を構成する
薄膜とバルク材料の両方に提供する。
【００５８】
　シリサイド化合物に転換された金属は、２つの理由において露出した表面の材料の変更
によって耐腐食性を増加させている。第１に、シリサイド化合物は、電気伝導性を維持し
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たまま、表面に、保護的な二酸化ケイ素の層を形成するからである。第２に、新しい材料
は、それが作成される基となったベース層とは大変異なる電気触媒的な挙動を有するから
である。酸化層と変更された電気触媒的な挙動の組み合わせは、シリサイド化合物と溶液
との間のインピーダンスを増加させる。このインピーダンスの増加は、一定の印加電圧に
おいて溶液を通過する電流を減少させる。ファラデーの法則を介して、この電流の減少は
、シリサイド化合物の腐食速度の減少に直接的に関わる。
【００５９】
　本発明の２つの実施形態として、シリサイド化合物は、シリコン基板上の金属薄膜をア
ニーリングすることと、金属基板上のシリコン薄膜をアニーリングすることとの両方によ
って形成され得る。相対的な厚さに依存して、金属またはシリコン材料は、完全にまたは
部分的にシリサイド化合物に変換され得る。金属とシリコンの開始体積を制御することに
よって、結果として生じるシリサイド化合物の化学量論比（ｓｔｏｉｃｈｉｏｍｅｔｒｙ
）は、特定のアニーリング温度に対して調節され得る。この調節は、シリサイド化合物の
材料および電気的な特性の変更を可能にするものであって、本発明の別の実施形態である
。アニーリング時間が制御される場合には、Ｓｉ－金属界面における材料だけが、すぐに
シリサイド化合物に変わり得る。シリサイド化合物は、２５℃程度で形成され得る。その
ようなものとして、シリサイド処理ステップは、市販されるＣＭＯＳ回路と互換性がある
。
【００６０】
　本発明の別の実施形態において、シリサイド化合物導体は、１つのマスクの拡散バリヤ
を用いてパターニングされ得る。シリサイド化合物が金属とシリコンとの界面において形
成し得るので、任意のシリサイド化されない金属が、シリサイド化合物に対して金属に選
択的であるエッチング液によって、アニーリングの後に除去され得る。金属基板上の任意
のシリサイド化されないシリコンに対しても同様のことが当てはまる。
【００６１】
　さらに、導電性のシリサイド化合物層の相対的に薄いこと（０．１μｍ～１μｍ）が、
シリサイド化合物の上に、追加の誘電体および金属の拡散バリヤを堆積することを容易に
し、炭化ケイ素、窒化ケイ素、アルミナ、ポリイミド、および他のポリマ、ならびに白金
、イリジウムのような金属層よりも、さらに耐腐食性を改良する。パターニングされたシ
リサイド化合物導体の上部の薄膜の追加層は、本発明の別の実施形態を表す。
【００６２】
　２つの材料の相互拡散はまた、２つの材料をお互いに機械的に接着することの改良に成
功する。化学結合は、２つの材料間で結果として生じ、化学結合は、シーリング、パッケ
ージング、アセンブリ、ダイおよびウェーハレベルの結合のアプリケーションにおいて使
用され得る。本発明の２つのさらなる実施形態として、金属のシールリングが、シリコン
チップまたはウェーハ上にパターニングされ得、シリサイド化合物内に形成される場合に
は、このリングが使用されることにより、別のシリコンチップまたはウェーハあるいはバ
ルク金属シートのいずれかと、チップを結合する。いずれかの実施形態は、シール空洞を
作成し、シール空洞はバルク材料または耐腐食性のシリサイド化合物のいずれかによって
保護される。この処理は、ダイまたはウェーハレベルにおいて行われ得る。本発明のパッ
ケージングスキームは、適切なシーリングのためにポリマが容易に腐食される材料に依存
する従来のパッケージング方法に対する実質的な改良を表す。
【００６３】
　シリサイド化合物の熱膨張係数はまた、シリコンと金属との間であり得る。このことは
、様々な材料界面において、熱応力集中を減少する。シリコンに金属を取り付けるように
シリサイド化合物を使用することは、類似していない金属（すなわち、Ｔｉ、ＴｉＷ、Ｃ
ｒ、またはＡｕ）を接着層として使用する必要性を排除する。このことは、魅力的である
。なぜならば、これらの材料は、腐食挙動または生物毒性のいずれかが乏しく、人体内で
使用されるべきではないからである。
【００６４】
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　改良された接着は、薄膜のアプリケーションに限定はされない。本発明の追加の実施形
態において、約２５μｍから約１０００μｍ、例えば、約５０μｍから約５００μｍの厚
さの範囲にあるバルク金属プレフォームは、シリコントレンチにおける窪みまたはビアに
挿入され得、アニーリングされる。結果として生じる厚いシリサイド化合物は、導電性が
り、耐腐食性があり、レーザ溶接または電気導体のハンダ付けに十分な厚さを提供する。
同様に、シリコンプレフォームは、バルク金属の基板と共に使用され得る。
【００６５】
　シリサイド化合物は、形成の間に体積膨張を受ける。この事実が使用されることにより
、シリコン内の大きなトレンチまたはスルーホールビアは、シリサイド化合物によって完
全に満たされることを確実にする。固体金属インサートは、配置、形成、または堆積を介
してシリコントレンチ内に配置され得、完全にまたは部分的にシリサイド化され得、周囲
のシリコンと強い結合を形成する。シリサイド化合物の膨張および引き続くシリコンの壁
との結合は、金属インサートの配置の間にシールされ得なかった任意の微小なギャップを
排除する。
【００６６】
　半導体と前述の金属との共融の（ｅｕｔｅｃｔｉｃ）合成物が存在し、その合成物は、
融点が、半導体または金属単体よりも、実質的に低い。従って、金属－半導体層を形成の
間に液化させることは可能であり、流体を操作するために使用される任意の方法（すなわ
ち表面張力、重力、圧力）が使用され得、合金を配置し、または蓄積する。この効果は、
合金が湿っていない拡散バリヤの使用によって増加され得る。本発明の一実施形態におい
て、液体合金は、露出したシリコンの領域にしみ込む（ｗｉｃｋ）。この液化はまた、露
出したシリコントレンチの形状における、ドッグボーニング（ｄｏｇ－ｂｏｎｉｎｇ）ま
たは他の不規則性を排除し、これらは金属またはシリコンの堆積の間に形成され得る。
【００６７】
　（デバイスおよびシステム）
　本発明の局面は、インプラント可能な医療用デバイスおよびシステムを含むデバイスお
よびシステムを含み、該デバイスおよびシステムは、本発明の実施形態に従うハーメチッ
クシールされた構造を含む。デバイスおよびシステムは、多くの異なる機能を行い得るが
その機能は物理パラメータのモニタリング、医薬品薬剤の運搬、例えば、医学目的の電気
刺激、例えば、グルコースのような検出アナライト（ａｎａｌｙｔｅ）などを含むが、こ
れらに限定はされない。
【００６８】
　インプラント可能な医療用デバイスおよびシステムは、多くの異なるコンポーネントま
たはエレメントを有し得、ここでこのようなエレメントは、センサ（例えば、壁移動タイ
ミングセンサのような心壁移動センサ）、心臓刺激エレメント、および関連する構造（例
えば、ペーシングリードとその上に配置される電極）；（例えば、１つ以上のセンサから
の信号に応答して心臓刺激のタイミングを制御するための）処理エレメント；（例えば、
インプラント可能な医療用デバイスと体外の位置との間で情報を遠隔測定的に交換するた
めの）遠隔測定送信機；薬剤運搬エレメントなどを含むが、これらに限定はされない。そ
のようなものとして、主題のハーメチックシールされた構造は、多くの異なるタイプのイ
ンプラント可能な医療用デバイスおよびシステムのコンポーネントと動作可能なように結
合（例えば、電気接続）され得、ここでこのようなデバイスおよびシステムは、生理学パ
ラメータ感知デバイス、薬剤運搬デバイス、電気的（例えば、心臓）刺激デバイスなどを
含むがこれらに限定はされない。
【００６９】
　主題のシステムおよびデバイスの特定の実施形態において、本発明の１つ以上のハーメ
チックシールされた構造が、導電性フィードスルーを介して、少なくとも１つの細長い導
電性部材（例えば、心臓血管リードのようなリード内に存在する細長い導電性部材）と電
気的に結合される。特定の実施形態において、細長い導電性部材は、例えば、公開された
ＰＣＴ出願国際公開第２００４／０５２１８２号および米国特許出願第１０／７３４，４
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９０号に記載されるようなマルチプレックスカテーテルの一部であり、これらの特許文献
の開示は、本明細書において参考によって援用される。本発明の一部の実施形態において
、デバイスおよびシステムは、例えば、ペースメーカー缶のような中央制御ユニットに存
在するオンボードの論理回路またはプロセッサを含み得る。これらの実施形態において、
中央制御ユニットは、１つ以上の導電性部材を介して、１つ以上のハーメチックシールさ
れた構造と電気的に結合され得る。
【００７０】
　主題のハーメチックシールされた構造は、任意の医療用デバイスおよびシステムにおけ
る用途を見出し、該デバイスおよびシステムにおいて、拡張された期間の間ハーメチック
シールされた構造をインプラントすることが所望される。主題のハーメチックシールされ
た構造の用途が見出されるデバイスおよびシステムは、以下の特許文献に記載されるデバ
イスおよびシステムを含むがこれらには限定されない。該特許文献とは、「Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｐａｒａ
ｍｅｔｅｒｓ」と題された国際公開第２００４／０６６８１７号と、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａ
ｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｈｅｍｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｍｏｎｉｔｏｒ
ｉｎｇ」と題された国際公開第２００４／０６６８１４号と、「Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ
　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ」と題された国際公開第２００５／０５８１３３号
と、「Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ａｎｄ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ　Ｈｅｍｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｐ
ａｒａｍｅｔｅｒｓ」と題された国際公開第２００４／０５２１８２号と、「Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｆｏｒ　Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｐ
ａｃｉｎｇ」と題された国際公開第２００４／０６７０８１号と、２００４年１２月２３
日に出願され「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉ
ｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ａ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｐａｃｉｎｇ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ」と題された米国仮特許出願第６０／６３８，９２８号と、２００５年３月３日に出
願され「Ｆｉｂｅｒｏｐｔｉｃ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｗａｌｌ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅｒ
」と題された米国仮特許出願第６０／６５８，４４５号と、２００５年３月３１日に出願
され「Ｃａｒｄｉａｃ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｉｂｅｒｏ
ｐｔｉｃ　Ｓｔｒａｉｎ　Ｇａｕｇｅｓ」と題された米国仮特許出願第６０／６６７，７
５９号と、２００５年５月９日に出願され「ｄｅ　Ｍｉｎｉｍｕｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ　ｆｏｒ　Ｃａｒｄｉａｃ　ｐａｃｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｃｏｌ
ｌｅｃｔｉｏｎ」と題された米国仮特許出願第６０／６７９，６２５号と、２００５年８
月８日に出願され「Ｄｅｐｌｏｙａｂｌｅ　Ｅｐｉｃａｒｄｉａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
　ａｎｄ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ａｒｒａｙ」と題された米国仮特許出願第６０／７０６，６４
１号と、２００５年８月５日に出願され「Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ
」と題された米国仮特許出願第６０／７０５，９００号と、２００５年８月１２日に出願
され「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ａｃｔｉ
ｖａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ」と題された米国仮特許出願第６０／＿＿
＿＿＿＿号（代理人整理番号第ＰＲＯ－Ｐ３７号）と、２００５年８月１２日に出願され
「Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ｏｎｅ
　ｏｒ　Ｍｏｒｅ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題された米国仮特許出願第
６０／７０７，９１３号と、である。これらの出願は、本明細書において、その全体が参
考として本出願に援用される。
【００７１】
　主題のハーメチックシールされた構造が用途を見出す３つの例示的なデバイス／システ
ムは、心臓血管機能モニタリング／ペーシングデバイスと、血液検体検出デバイスおよび
システムと、視覚回復デバイスおよびシステムと、を含む。これらの種々の例示的なタイ
プのデバイスおよびシステムの各々は、ここでさらなる詳細において個別にレビューされ
る。
【００７２】
　（心臓血管デバイス／システム）
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　特定の実施形態においては、主題のハーメチックシールされた構造を含むインプラント
可能な医療用デバイスおよびシステムは、心臓血管のアプリケーション、例えば、ペーシ
ングアプリケーション、心臓再同期療法アプリケーションなどのために使用される１つで
ある。
【００７３】
　ハーメチックシールされた集積構造の使用が見出される代表的なシステムが、図７に描
かれ、図７は、本発明の実施形態に従うハーメチックシールされた集積回路を含む、心臓
再同期化療法（ＣＲＴ）システムの実施形態を有する心臓の断面図を提供する。システム
は、ペースメーカー容器１０６と、右心室電極リード１０９と、右心房電極リード１０８
と、左心室心臓静脈リード１０７とを含む。右心室側壁１０２と、心室中隔壁１０３と、
心尖１０５と、左心室側壁の心臓静脈１０４も示される。
【００７４】
　左心室心臓静脈リード１０７は、リード本体と、１つ以上の電極１１０、１１１、およ
び１１２からなる。電極の各々は、図８に以下に示されるようなハーメチックシールされ
た集積回路を含む。多様な末端の電極を有することは、ＣＲＴに対して最適な電極位置の
選択を可能にする。代表的な実施形態において、電極リード１０７は、心臓リードにおい
て標準の材料（例えば、リード本対に対してはシリコーンまたはポリウレタン、およびＰ
ｔ－Ｉｒ（９０％は白金で、１０％がイリジウム）電極１１０、１１１、および１１２に
接続されるコイルの、または撚り線の（ｓｔｒａｎｄｅｄ）導体に対してはＭＰ３５Ｎを
用いて構築される。あるいは、これらのデバイスコンポーネントは、（例えば、公開され
た、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｃａｒ
ｄｉａｃ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ」と題された米国特許出願公開第２００４／０２５４４
８３号と、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｅｎｈａｎｃｉｎｇ
　ｃａｒｄｉａｃ　ｐａｃｉｎｇ」と題された米国特許出願公開第２００４／０２２０６
３７号と、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｒｅｍｏｔｅ　ｈｅｍｏｄ
ｙｎａｍｉｃ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ」と題された米国特許出願公開第２００４／０２１
５０４９号と、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ
　ａｎｄ　ｔｒｅａｔｉｎｇ　ｈｅｍｏｄｙｎａｍｉｃ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ」と題さ
れた米国特許出願公開第２００４／０１９３０２１号とに記載されるようなマルチプレッ
クスシステム（これらの開示は本明細書において参考によって援用される））マルチプレ
ックスシステムによって、電極リード１０７の近位端に接続され得る。電極リード１０７
の近位端は、ペースメーカー１０６に接続する。
【００７５】
　電極リード１０７は、標準の心臓リード配置デバイスを用いて心臓内に位置され、これ
は導入器、ガイドカテーテル、ガイドワイヤ、および／またはスタイレットを含む。簡単
に、導入器は、鎖骨静脈に位置される。ガイドカテーテルは、導入器を介して位置され、
冠状静脈洞（ｃｏｒｏｎａｒｙ　ｓｉｎｕｓ）が右心房に位置するように使用される。ガ
イドワイヤは、左心室の静脈が位置するように、次いで使用される。電極リード１０７は
、ガイドワイヤ上を滑らされ、左心室の心臓静脈１０４に入り、ＣＲＴに対して最適な位
置が見出されるまでテストされる。一旦インプラントされても、複数電極のリード１０７
は、最適な電極の位置の連続的な再調整を可能にする。
【００７６】
　電極リード１０９は、終端１１６にアクティブな固定ヘリックス（ｈｅｌｉｘ）を伴っ
て心臓の右心室内に配置され、終端１１６は、心臓中隔に埋め込まれる。この図において
、電極リード１０９は、１つか複数の電極１１３、１１４、１１５を提供される。
【００７７】
　電極リード１０９は、心臓内に、心臓の右心室リードの典型的な配置手順と同様の手順
で配置される。電極リード１０９は、標準の心臓リードデバイスを用いて心臓内に配置さ
れ、標準の心臓リードデバイスは、導入器、ガイドカテーテル、ガイドワイヤ、および／
またはスタイレットを含む。電極リード１０９は、鎖骨静脈に挿入され、上大動脈を介し
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て、右心房を介して右心室に入る。電極リード１０９は、Ｘ線透視法（ｆｌｕｏｒｏｓｃ
ｏｐｙ）下で、臨床医が電極リード１０９を固定するために臨床的に最適かつ運搬的に現
実的であると決定した位置に配置される。Ｘ線透視法下で、アクティブな固定ヘリックス
１１６は、前進され、心臓の組織にねじ込まれることにより、中隔上に電極リード１０９
を固定する。電極リード１０８は、アクティブな固定ヘリックス１１８を用いて右心房に
配置される。遠位のチップ電極１１８が使用され、右心房のペーシングおよびモーション
感知の両方を提供する。
【００７８】
　上記の図７において、図７に描かれるシステムの電極の１つ以上が、図８に描かれるハ
ーメチックシールされた集積回路と結合される。図８は、本発明の実施形態に従う、ハー
メチックシールされた集積回路の周囲の電極の構成を示している。４つの電極１の１つは
、円周のパターン内にハーメチックシールされたＩＣ２の周囲に分布させられる。電極１
は、固体表面のように示されるが、電極の柔軟性を改良する表面に形成されたより細かい
スケールのパターンを有し得る。ＩＣチップ２は、ハーメチックシールされ、リード（こ
の図面には示されていない）内の導体にマルチプレックスされた接続を提供する。オプシ
ョンとして、トップキャップ３は、集積回路と接続される。キャップ３は、集積回路接続
に電極をサポートすることを助けるコンポーネントである。キャップ３は、追加の回路ま
たはセンサを含み得る。このアセンブリは、柔軟なポリマ材料に組み込まれ、デバイスの
本体を形成する。デバイスは円形であり得る。デバイスはまた、使用される本体内の特定
の位置に最も適切ないくつかの他の形状であり得る。主題のハーメチックシールされた集
積回路の用途が見出される追加の電極構造は、以下の特許文献を含むがこれらに限定はさ
れない。該特許文献とは、２００４年１２月２２日に出願された米国仮特許出願第６０／
６３８，６９２号と、２００５年２月２２日に出願された米国仮特許出願第６０／６５５
，６０９号と、２００５年２月２２日に出願された米国仮特許出願第６０／６５５，６０
９号と、２００５年１２月１５日に出願され「Ｆａｔｉｇｕｅ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｉ
Ｃ　Ｃｈｉｐ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ」と題された米国仮特許出願第６０／＿＿＿＿＿＿
号と、本明細書と同日に出願され「ＩＭＰＬＡＮＴＡＢＬＥ　ＡＤＤＲＥＳＳＡＢＬＥ　
ＳＥＧＭＥＮＴＥＤ　ＥＬＥＣＴＲＯＤＥＳ」と題されたＰＣＴ出願番号第ＰＣＴ／ＵＳ
２００５／＿＿＿＿＿＿号とである。これらの特許文献の開示は、本明細書において参考
として援用される。
【００７９】
　（検体検出デバイスおよびシステム）
　本発明のハーメチックシールされた構造の実施形態の用途が見出される、さらに別のタ
イプの医療用デバイスおよびシステムは、血液検体検出デバイスのような検体検出デバイ
ス、例えば、血液グルコース検出デバイスである。種々の異なる光ベース、例えば、赤外
光または近赤外光ベースの検体検出デバイスが開発され、該デバイスは、流体サンプル、
例えば、血液を照らすための光源、例えば、赤外光または近赤外光の光源と、戻り光、例
えば、サンプルから反射、屈折などされた光を検出するための検出器とを含み、ここでサ
ンプルからの光に応答して検出器によって生成された信号は、例えば、参照または制御と
比較することによって処理され、質的または量的に、サンプル内に１つ以上の検体、例え
ば、血液サンプル内のグルコース）を検出する。赤外または近赤外の血液検体検出デバイ
スは、ハーメチックシールされた構造を含むように適合され得、例えば、赤外光の光源お
よび／または検出器を含み、以下の特許文献に記載されるデバイスを含むがこれらに限定
はされない。該特許文献とは、米国出願公開第２００４／０２０６９０５号と、米国出願
公開第２００４／００７７９５０号と、米国出願公開第２００４／００２４３２１号と、
米国出願公開第２００２／０１９３６７１号と、米国出願公開第２００２／００６７４７
６号と、米国出願公開第２００２／００２７６４９号と、米国出願公開第２００５／０２
６７３４６号と、米国出願公開第２００５／０１９２４９３号と、米国出願公開第２００
５／０１７１４１３号と、米国出願公開第２００５／０１３１２８６号と、米国出願公開
第２００５／０１２４８６９号と、米国出願公開第２００５／００４３６０３号と、米国
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出願公開第２００５／００２７１８３号と、米国出願公開第２００４／０２４２９７７号
と、米国出願公開第２００４／０２２０４５８号と、米国出願公開第２００４／０１９３
０３１号と、米国出願公開第２００４／０１６２４７０号と、米国出願公開第２００４／
０１３３０８６号と、米国出願公開第２００４／０１０６１６３号と、米国出願公開第２
００３／０２２０５８１号と、米国出願公開第２００３／０１９１３７７号と、米国出願
公開第２００３／０１０５３９１号と、米国出願公開第２００３／０１００８４６号と、
米国出願公開第２００３／００７６５０８号と、米国出願公開第２００３／００５０５４
１号と、米国出願公開第２００３／００３２８８５号と、米国出願公開第２００３／００
２３１５２号と、米国出願公開第２００３／００１３９４７号と、米国出願公開第２００
２／０１９３６７３号と、米国出願公開第２００２／０１７３７０９号と、米国出願公開
第２００２／０１０３４２３号と、米国出願公開第２００２／００９１３２４号と、米国
出願公開第２００２／００８４４１７号と、米国出願公開第２００２／００８２４８７号
と、米国出願公開第２００２／００７２６５８号と、米国出願公開第２００２／００５５
６７１号と、米国出願公開第２００２／００４１１６６号と、米国出願公開第２００２／
００３８０８０号と、米国出願公開第２００２／００３５３４１号と、米国出願公開第２
００２／００２６１０６号と、米国出願公開第２００２／００１９０５５号と、米国出願
公開第２００２／００１６５３４号と、米国出願公開第２００１／００１８５６０号と、
である。これらの開示は、本明細書において参考として援用される。上記の公開された出
願の多くが、デバイスおよびシステムを記載し、該デバイスおよびシステムは、インプラ
ント可能なデバイスまたはシステムではない。本ハーメチックシールされた構造は、これ
らのデバイスおよびシステムが、インプラント可能なフォーマットに容易に変更されるこ
とを可能にする。例えば、インプラント可能な光学ベースの血液グルコース検体検出デバ
イスは、本発明の特定の実施形態において提供され、該デバイスにおいて、例えば、赤外
光の光源のような光源は、シリコンのホルダ内にハーメチックシールされ、ホルダは赤外
線を透過する。ハーメチックシールされた光源は、適切な血管の第１の面上に配置され、
シール光源からの光は、血管内の血液を照らし得る。血管の反対の側面に、ハーメチック
シールされた検出器が配置されると、この検出器が血管内に存在する血液からの光を検出
し、その光に応答して電気信号を生成する。ハーメチックシールされた光源および検出器
は、各々が、例えば、少なくとも１つの導体を介して制御ユニットに結合され、制御ユニ
ットは、光源に対して動作信号を提供し、例えば、その後の処理の、例えば、質的または
量的に検体、例えば、血管の血液内のグルコースを検出するために検出器から信号を受信
する。
【００８０】
　（視覚回復デバイスおよびシステム）
　主題のハーメチックシールされた構造の用途が見出されるさらに別のタイプの医療用デ
バイスおよびシステムは、視覚回復デバイスおよびシステム、例えば、視神経に刺激を与
える目的で検出された光を電気信号に変えるインプラント可能な光検出器エレメントを含
むデバイスおよびシステムである。例えば、集積回路および光センサ、例えば、光起電力
セルは、本発明の実施形態に従って、ハーメチックシールされ得、これにより例えば、関
心のある波長を十分に透過する構造において、デバイスおよびシステムの長期間にわたる
インプラント可能性を提供する。主題のハーメチックシールされた構造が組み込まれ得る
代表的なインプラント可能な視覚回復デバイスおよびシステムは、以下の特許文献に記載
されるデバイスおよびシステムを含むがこれらに限定はされない。該特許文献とは、米国
特許第４，６２８，９３３号と、米国特許第５，０４２，２２３号と、米国特許第５，３
９７，３５０号と、米国特許第６，２３０，０５７号と、ならびに公開されたＰＣＴ出願
公報、「Ｍｕｌｔｉ－Ｐｈａｓｉｃ　Ｍｉｃｒｏｐｈｏｔｏｄｅｔｅｃｔｏｒ　Ｒｅｔｉ
ｎａｌ　Ｉｍｐｌａｎｔ　Ｗｉｔｈ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ａｎｄ　Ｃｕ
ｒｒｅｎｔ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｆｏｒ　Ｉｎｓｅｒ
ｔｉｏｎ」と題された国際公開第０１／７４４４４号と、「Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｒｅ
ｔｉｎａ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｗｉｔｈ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ　Ａｎｄ　Ｇｒｏｕｎｄ　
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Ｒｅｔｕｒｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ　Ｄｉｓｐｏｓｅｄ　Ｏｎ　Ｏｐｐｏｓｉｔｅ　Ｓ
ｉｄｅｓ　Ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｎｅｕｒｏｒｅｔｉｎａ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｏｆ　Ａｔ
ｔａｃｈｍｅｎｔ」と題された国際公開第０１／８３０２６号と、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆ
ｏｒ　Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ　Ｄａｍａｇｅｄ　Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ」と題された国際公開第０３／００２１９０号と、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｉｍ
ｐｒｏｖｉｎｇ　Ｄａｍａｇｅｄ　Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｕｓ
ｉｎｇ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ａｎｄ／Ｏｒ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉ
ｏｎ」と題された国際公開第０３／００２０７０号と、「Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ　Ｕｓｉｎｇ　Ｄｉａｍｏｎｄ－Ｌｉｋｅ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃｏａｔｉｎｇ」と
題された国際公開第２００４／０７１３３８号と、「Ｉｍｐｌａｎｔ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔ」と題された国際公開第２００４／１１２８９３号と、「Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　Ｏｆ
　Ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ　Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｄｉｓｅａｓｅ　Ｖｉａ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｉｃａｌ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ」と
題された国際公開第２００５／００４９８５号と、「Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔ
ｍｅｎｔ　Ｏｆ　Ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ　Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｄｉｓｅａｓｅ　Ｖｉａ
　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｓｔｒｕｃ
ｔｕｒｅｓ　Ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｅｙｅｂａｌｌ」と題された国際公開第２００５／００４９
８５号と、「Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｌｙ　Ａｃｔｉｖａｔｅｄ　Ｏｂｊｅｃｔｓ　Ｆｏｒ
　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　Ｏｆ　Ｄｅｇｅｎａｒａｔｉｖｅ　Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｄｉｓｅａ
ｓｅ」と題された国際公開第２００５／１１０３２６号と、である。
【００８１】
　（キット）
　主題のハーメチックシールされた構造を含むキットもまた、上でレビューされたデバイ
スおよびシステムのようなインプラント可能なデバイスまたはシステムの１つ以上のコン
ポーネントの一部として、提供される。特定の実施形態において、キットは、少なくとも
１つの制御ユニットを、例えば、ペースメーカー容器の形態で、さらに含む。これらの実
施形態の特定のものにおいて、構造と制御ユニットとは、細長い導電性部材によって電気
的に結合され得る。特定の実施形態においては、ハーメチックシールされた構造は、心臓
血管リードのようなリード内に存在し得る。
【００８２】
　主題のキットの特定の実施形態において、キットは、同一のものを取得するための主題
のデバイスまたはエレメントを使用するための命令をさらに含み（例えば、ユーザをウェ
ブページに向けるウェブサイトのＵＲＬは、命令を提供する）、ここでこれらの命令は典
型的に、基板上に印刷され、この基板は、パッケージインサート、パッケージング、試液
コンテナおよびこれらと同様のものの内の１つ以上であり得る。主題のキットにおいて、
１つ以上のコンポーネントは、便利な場合または所望される場合には、同一のまたは異な
るコンテナ内に存在する。
【００８３】
　前述した発明は、理解を明確にする目的で図解および実例によって、いくつかの詳細に
おいて記載されているが、添付される特許請求の範囲の精神または範囲から逸脱すること
なく、本発明に対して、特定の変化および変更がなされ得ることは、本発明の教示を考慮
すると、当業者にとって容易に明らかになる。
【００８４】
　従って、前述したものは、本発明の原理を単に示したに過ぎない。当業者が本発明の原
理を具体化する様々なアレンジを考案することは可能であって、該アレンジは、本明細書
には明確には記載され、示されていないが、本発明の精神および範囲に含まれることが認
識される。さらに、本明細書に列挙される全ての例および条件の用語は、主に読み手が本
発明の原理および発明者によって技術を促進するために与えられた概念を理解することを
助けるように意図されており、このような特別に列挙される例および条件に限定されるこ
とはないと解釈されるべきである。さらに、本明細書において、本発明の原理、局面およ
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び実施形態を列挙する全ての陳述、ならびにそれらの特定の例は、構造的におよび機能的
の双方においてそれらと同等のものを含むことが意図される。さらに、このような同等の
ものは、現在公知の同等のものおよび将来的に開発される同等のもの、すなわち、構造に
かかわらず同一の機能を行う任意の、開発されるエレメントの双方を含む。本発明の範囲
は、それゆえに、本明細書において示され、記載された例示的な実施形態に限定されるこ
とを意図していない。むしろ、本発明の範囲および精神は、添付する特許請求の範囲によ
って具体化される。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】図１は、本発明の実施形態に従う、生体内耐腐食性ホルダの３次元表示を提供す
る。
【図２Ａ】図２Ａおよび図２Ｂは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた
集積回路の異なる３次元図を示す。
【図２Ｂ】図２Ａおよび図２Ｂは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた
集積回路の異なる３次元図を示す。
【図３Ａ】図３Ａおよび図３Ｂは、本発明の代替的な実施形態に従う、複数のハーメチッ
クシールされた集積回路を有するアセンブリの異なる断面図を示す。
【図３Ｂ】図３Ａおよび図３Ｂは、本発明の代替的な実施形態に従う、複数のハーメチッ
クシールされた集積回路を有するアセンブリの異なる断面図を示す。
【図４Ａ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｃ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｄ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｅ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｆ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｇ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｈ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｉ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｊ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｋ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｌ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図４Ｍ】図４Ａ～図４Ｍは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｃ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
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【図５Ｄ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｅ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｆ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｇ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｈ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｉ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｊ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｋ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図５Ｌ】図５Ａ～図５Ｌは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａ～図６Ｈは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ａ～図６Ｈは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図６Ｃ】図６Ａ～図６Ｈは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図６Ｄ】図６Ａ～図６Ｈは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図６Ｅ】図６Ａ～図６Ｈは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図６Ｆ】図６Ａ～図６Ｈは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図６Ｇ】図６Ａ～図６Ｈは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図６Ｈ】図６Ａ～図６Ｈは、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた構造
を製造する方法を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態に従う、リード電極に結合される、１つ以上のハーメ
チックシールされた集積回路を含む、心臓再同期療法システムの描写を提供する。
【図８】図８は、本発明の実施形態に従う、ハーメチックシールされた集積回路に結合さ
れるリード電極の描写を提供する。
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