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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植え込み可能な送達システムにおいて、
　経皮的アクセス装置であって、前記経皮的アクセス装置を通じて、薬剤含有流体が送達
され得る、経皮的アクセス装置と、
　複数の独立した流体内腔が内部を通って延びているトランクラインであって、前記複数
の流体内腔は、前記アクセス装置に形成された対応する複数のポートと流体連通している
、トランクラインと、
　前記トランクラインの前記複数の流体内腔を複数のブランチラインの中へとルート決め
するように構成されたマニホールドであって、各ブランチラインは、その中に配された複
数の流体内腔を含み、かつ複数の微小流体カテーテルに連結されており、前記微小流体カ
テーテルのそれぞれは、複数の独立した流体チャネルを有し、かつ患者の脳内に延びるよ
うに構成されている、マニホールドと、
　前記患者の頭蓋に固定されるように構成された頭蓋アンカーであって、前記複数のブラ
ンチラインおよび前記複数の微小流体カテーテルは、前記頭蓋アンカーから延びている、
頭蓋アンカーと、
　を含む、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記ブランチライン内に配され、前記ブランチラインを通って流れる流体から、空気、
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気体、細菌、または微粒子を除去するように構成されている、１つまたは複数のインライ
ンフィルタをさらに含む、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記アクセス装置は、生体外導電体を、植え込まれた導電体に連結するための、１つま
たは複数の電気接続部を含む、システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記トランクライン、前記マニホールド、前記ブランチラインのうちの少なくとも１つ
、前記頭蓋アンカー、および前記微小流体カテーテルのうちの少なくとも１つは、前記ア
クセス装置と、前記少なくとも１つの微小流体カテーテルのセンサーまたは電極との間に
電気経路を提供するように構成された導電体を含む、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記頭蓋アンカーは、前記患者の頭蓋に形成された第１および第２の穿頭孔の上に配さ
れることができ、前記頭蓋アンカーに連結された第１の微小流体カテーテルが、前記第１
の穿頭孔を通って延び、前記頭蓋アンカーに連結された第２の微小流体カテーテルが、前
記第２の穿頭孔を通って延びている、システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記頭蓋アンカーは、第１の穿頭孔の上に配されることができ、前記頭蓋アンカーに連
結された第１および第２の微小流体カテーテルが、前記第１の穿頭孔を通って延びている
、システム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記微小流体カテーテルのうちの少なくとも１つは、その遠位端部に、センサーのアレ
イを含む、システム。
【請求項８】
　請求項７に記載のシステムにおいて、
　前記センサーのアレイは、前記微小流体カテーテルの基板上に印刷されている、システ
ム。
【請求項９】
　請求項７に記載のシステムにおいて、
　前記センサーのアレイは、前記微小流体カテーテルに貼り付けられたリボン上に形成さ
れている、システム。
【請求項１０】
　請求項７に記載のシステムにおいて、
　前記センサーのアレイは、少なくとも１つの電極を含む、システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記微小流体カテーテルのうちの少なくとも１つは、センサーを含む、システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、
　前記センサーは、問い合わせ可能センサー、圧力センサー、グルタメートセンサー、ｐ
Ｈセンサー、温度センサー、イオン濃度センサー、二酸化炭素センサー、酸素センサー、
神経伝達物質センサー、およびラクテートセンサーのうちの少なくとも１つを含む、シス
テム。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、
　前記センサーは、前記少なくとも１つの微小流体カテーテルの出口ポートに隣接して、
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前記少なくとも１つの微小流体カテーテルの流体内腔内に配され、前記出口ポートを通っ
て流れる流体が、前記センサーの上を洗浄する、システム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つの微小流体カテーテルは、少なくとも１つの薬剤送達チャネルおよ
び専用の開存チャネルを含み、前記専用の開存チャネルを通って、流体が前記センサーを
洗浄するように向けられ得る、システム。
【請求項１５】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つの微小流体カテーテルは、専用の導電体チャネルを含み、前記セン
サーに連結された導電体が、前記専用の導電体チャネルを通って延び、前記導電体チャネ
ルは、前記少なくとも１つの微小流体カテーテルの流体送達チャネルとは別個である、シ
ステム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、
　前記流体送達チャネルおよび前記導電体チャネルは、前記センサーが配されたチャンバ
において交差する、システム。
【請求項１７】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記微小流体カテーテルのうちの少なくとも１つは、生分解性足場を含み、前記生分解
性足場上に１つまたは複数の流体チャネルが形成されている、システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムにおいて、
　前記足場は、患者に植え込まれた後で生分解するように構成され、前記１つまたは複数
の流体チャネルのみが後に残る、システム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のシステムにおいて、
　前記足場は、前記少なくとも１つの微小流体カテーテルの近位端部まで延びており、前
記頭蓋アンカーに連結されている、システム。
【請求項２０】
　請求項１７に記載のシステムにおいて、
　前記足場は、上層および下層を含み、
　前記１つまたは複数の流体チャネルは、前記足場の前記上層と前記下層との間に挟まれ
ている、システム。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔関連出願の相互参照〕
　本出願は、参照により全体として本明細書に組み込まれる、２０１３年７月３１日出願
の米国仮特許出願第６１／８６０，４０２号の優先権を主張する。
【０００２】
〔技術分野〕
　本開示は、薬剤送達、治療、およびモニタリングのためのシステムおよび方法に関する
。
【０００３】
〔背景〕
　対流強化送達（convection-enhanced delivery）（ＣＥＤ）では、薬剤は、組織に挿入
された針、カニューレ、またはマイクロカテーテルを通じて、その組織内に局所的に注入
される。注入された物質の輸送は、対流によって支配されており、これは、散布を介した
送達または全身送達と比べて、標的組織内への薬剤の浸透を高める。
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【０００４】
　ＣＥＤは、いくつかの疾患の治療のための、主要な治験用送達技術（leading investig
ational delivery technique）として現れた。既存の装置を使用する臨床試験では、種々
の結果が示され、治療の結果は、注入速度、ＣＥＤ中の対流と放出との相対的比率、およ
び標的組織のさまざまな特性によって決まる、標的組織内への薬剤の浸透および分布の程
度に強く依存していることが、示唆されている。
【０００５】
　注入速度が増大するにつれて、注入された流体が、マイクロカテーテルの外部と周辺組
織との間を、挿入経路に沿って逆流する傾向が存在し得る。可撓性マイクロカテーテルの
デザインが、この薬剤含有流体の逆流を減らすために構築されてきた。しかしながら、Ｃ
ＥＤ治療中の流体の逆流は、臨床診療において依然として重大な問題のままである。これ
は、脳内のＣＥＤの場合に特に当てはまり、それは、脳組織の多孔質弾性の性質（poroel
astic nature）が、逆流または環流（reflux）の一因となるためである。したがって、改
善されたＣＥＤ装置、例えば、注入された流体が装置の外部と周辺組織との間で逆流する
のを低減または排除するＣＥＤ装置が必要とされている。
【０００６】
　場合によっては、長期間（例えば、数時間、数日、数週間、数か月、数年など）にわた
り、（対流強化送達または他のものにより）薬剤または他の治療を送達することが望まし
いことがある。長期間にわたり患者の治療に関連するさまざまなパラメータをモニタリン
グすることが望ましいこともある。したがって、薬剤送達、治療、およびモニタリングの
ための改善されたシステムおよび方法が必要とされている。
【０００７】
〔概要〕
　長期間（例えば、数時間、数日、数週間、数か月、数年など）にわたり薬剤または他の
治療を送達するためのシステムおよび方法が本明細書に開示され、患者の治療に関連する
さまざまなパラメータをモニタリングするためのシステムおよび方法も開示される。逆流
を低減または防止するさまざまな特徴を備えたＣＥＤ装置を概して伴うシステムおよび方
法も本明細書に開示される。いくつかの実施形態では、ＣＥＤ装置は、遠位流体出口の近
位に配された組織受容空間を含む。装置が患者の標的領域に挿入されると、組織は、組織
受容空間内へと圧縮されるか、または組織受容空間によって締め付けられ／ピン留めされ
ることができ、それにより、出口から排出された流体が組織受容空間を越えて近位へ逆流
するのを低減または防止するシールが形成される。いくつかの実施形態では、ＣＥＤ装置
は、遠位流体出口の近位に、弾丸型ノーズを含む。この弾丸型ノーズは、周辺組織との良
好なシールを形成し、注入された流体の逆流を低減または防止するのに役立つ。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、植え込み可能な送達システムは、薬剤含有流体が中を通って
送達され得る経皮的アクセス装置と、複数の独立した流体内腔が中を通って延びているト
ランクラインであって、複数の流体内腔は、アクセス装置に形成された対応する複数のポ
ートと流体連通している、トランクラインと、トランクラインの複数の流体内腔を複数の
ブランチラインの中へとルート決めする（route）ように構成されたマニホールドであっ
て、各ブランチラインは、その中に配された１つまたは複数の対応する流体内腔を含む、
マニホールドと、患者の頭蓋に固定されるように構成され、かつブランチラインを、患者
の脳内に延びるように構成された対応する微小流体カテーテルに連結するように構成され
ている、頭蓋アンカーと、を含む。
【０００９】
　このシステムは、ブランチライン内に配され、かつブランチラインを通って流れる流体
から空気、気体、細菌、または微粒子を除去するように構成された、１つまたは複数のイ
ンラインフィルタを含み得る。トランクライン、マニホールド、ブランチライン、および
頭蓋アンカーは、患者の皮膚の下に長期間植え込まれるように構成され得る。アクセス装
置は、生体外導電体を、植え込まれた導電体に連結する１つまたは複数の電気接続部を含
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み得る。トランクライン、マニホールド、ブランチラインのうちの少なくとも１つ、頭蓋
アンカー、およびカテーテルのうちの少なくとも１つは、アクセス装置と、少なくとも１
つのカテーテルのセンサーもしくは電極との間に電気経路をもたらすように構成された、
導電体を含む。頭蓋アンカーは、患者の頭蓋に形成された第１および第２の穿頭孔の上に
配置可能であってよく、頭蓋アンカーに連結された第１のカテーテルは、第１の穿頭孔を
通って延び、頭蓋アンカーに連結された第２のカテーテルは、第２の穿頭孔を通って延び
る。頭蓋アンカーは、頭蓋アンカーに連結された第１および第２のカテーテルが、第１の
穿頭孔を通って延びるように、第１の穿頭孔の上に配置可能であってもよい。
【００１０】
　カテーテルのうちの少なくとも１つは、その遠位端部にセンサーのアレイを含み得る。
センサーのアレイは、カテーテルの基板上に印刷され得る。センサーのアレイは、カテー
テルに取り付けられたリボンの上に形成され得る。センサーのアレイは、少なくとも１つ
の電極を含み得る。カテーテルのうちの少なくとも１つは、センサーを含み得る。このセ
ンサーは、問い合わせ可能センサー、圧力センサー、グルタメートセンサー、ｐＨセンサ
ー、温度センサー、イオン濃度センサー、二酸化炭素センサー、酸素センサー、神経伝達
物質センサー、およびラクテートセンサーのうちの少なくとも１つを含み得る。センサー
は、少なくとも１つのカテーテルの出口ポートに隣接して少なくとも１つのカテーテルの
流体内腔内に配されてよく、出口ポートを通って流れる流体が、センサーの上を洗浄する
。少なくとも１つのカテーテルは、少なくとも１つの薬剤送達チャネルと、専用の開存チ
ャネル（dedicated patency channel）と、を含んでよく、開存チャネルを通って、流体
がセンサーを洗浄するように向けられ得る。少なくとも１つのカテーテルは、専用の導電
体チャネルを含んでよく、センサーに連結された導電体が、この導電体チャネルを通って
延び、導電体チャネルは、少なくとも１つのカテーテルの流体送達チャネルとは別である
。流体送達チャネルおよび導電体チャネルは、センサーが配されているチャンバで交差し
得る。
【００１１】
　カテーテルのうちの少なくとも１つは、生分解性足場を含んでよく、その生分解性足場
の上に１つまたは複数の流体チャネルが形成される。この足場は、患者に植え込まれた後
で生分解されるように構成されてよく、１つまたは複数の流体チャネルのみをあとに残す
。足場は、少なくとも１つのカテーテルの近位端部まで延びてよく、また、頭蓋アンカー
に連結され得る。足場は、上層および下層を含んでよく、１つまたは複数の流体チャネル
は、足場の上層と下層との間に挟まれ得る。
【００１２】
　カテーテルのうちの少なくとも１つは、近位部分と、中央部分と、遠位部分と、近位部
分、中央部分、および遠位部分に沿って延びる少なくとも１つの流体チャネルと、を有す
る微小先端部であって、少なくとも１つの流体チャネルは、その遠位端部には出口ポート
を、その近位端部には入口ポートを有している、微小先端部と、微小先端部の遠位部分の
上に同軸に配された第１の外側シースであって、微小先端部の遠位部分は、第１の外側シ
ースの遠位端部から突出する、第１の外側シースと、微小先端部の外表面と第１の外側シ
ースの遠位端部の内表面との間に画定された第１の組織受容空間と、微小先端部から近位
に延びるカテーテル本体であって、微小先端部の少なくとも１つの流体チャネルは、カテ
ーテル本体のそれぞれの内側内腔と流体連通する、カテーテル本体と、微小先端部の少な
くとも中央部分上に配され、かつ第１の外側シースとカテーテル本体との間に延びる、ノ
ーズ部分であって、ノーズ部分は、第１の外側シースの外径に対応する遠位小径（reduce
d distal diameter）から、カテーテル本体の外径に対応する近位拡径（enlarged proxim
al diameter）へとテーパー状になる、外表面を画定する、ノーズ部分と、を含んでよい
。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、治療方法は、患者の脳の第１の場所に第１のカテーテルを植
え込むことと、患者の脳の第２の場所に第２のカテーテルを植え込むことと、第１および
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第２のカテーテルが連結された頭蓋アンカーを、患者の頭蓋に取り付けることと、少なく
とも１つのラインを第１および第２のカテーテルに連結し、その少なくとも１つのライン
を患者の皮膚の下にルート決めし、少なくとも１つのラインを皮膚横断アクセス装置（cr
osscutaneous access device）に連結することであって、少なくとも１つのラインは、少
なくとも１つの流体内腔および少なくとも１つの導電体を含む、ことと、アクセス装置、
少なくとも１つの流体内腔、ならびに第１および第２のカテーテルのうちの少なくとも１
つを通じて流体を患者の脳内へ送達することと、を含む。
【００１４】
　この方法は、アクセス装置および少なくとも１つの導電体によって、第１および第２の
カテーテルのうちの少なくとも１つの中に配された電極にエネルギーを送達することを含
み得る。この方法は、第１のカテーテルの流体内腔を通じて流体を送達することと、第１
のカテーテルの電極を通じてエネルギーを送達することと、を含み得る。この方法は、第
１のカテーテルの流体内腔を通じて流体を送達することと、第２のカテーテルの電極を通
じてエネルギーを送達することと、を含み得る。この方法は、少なくとも１つの導電体お
よびアクセス装置によって、第１または第２のカテーテルのうちの少なくとも１つの中に
配されたセンサーの出力を伝達することを含み得る。この方法は、第１のカテーテルの流
体内腔を通じて流体を送達することと、第１のカテーテルのセンサーを使用してパラメー
タをモニタリングすることと、を含み得る。この方法は、第１のカテーテルの流体内腔を
通じて流体を送達することと、第２のカテーテルのセンサーを使用してパラメータをモニ
タリングすることと、を含み得る。この方法は、第１または第２のカテーテルの中に配さ
れたセンサーの出力に基づいて、第１のカテーテルによりエネルギーまたは流体の送達を
調節することを含み得る。この方法は、第１または第２のカテーテルの中に配されたセン
サーの開存性を、そのセンサーが中に配された流体出口ポートを通じて流体を流すことに
より維持することを含み得る。この方法は、第１のカテーテルの薬剤送達チャネルを通じ
て薬剤含有流体を送達しながら、第１のカテーテルの中に配されたセンサーの開存性を維
持するために第１のカテーテルの専用の開存チャネルを通じた流体を含み得る。
【００１５】
　この方法は、以下のうちの少なくとも１つを含み得る：第２のカテーテルの中に配され
たセンサーを用いて第１のカテーテルを通じて送達された注入液の動きをモニタリングす
ること；第２のカテーテルの中に配されたセンサーを用いて第１のカテーテルを通じて投
与されたウイルスベクターの広まりをモニタリングすること；ならびに、第２のカテーテ
ルの中に配されたセンサーを用いて第１のカテーテルによって加えられた神経刺激の影響
をモニタリングすること。この方法は、第１および第２のカテーテル、少なくとも１つの
ライン、ならびにアクセス装置のうちの少なくとも１つを通じて組織を吸引することを含
み得る。第１および第２のカテーテルは、患者の頭蓋の単一の穿頭孔を通じて植え込まれ
得る。第１および第２のカテーテルは、頭蓋アンカーが上に配された患者の頭蓋の第１お
よび第２の穿頭孔を通じて植え込まれ得る。少なくとも１つのラインは、マニホールドに
よりトランクラインに連結されたブランチラインを含み得る。この方法は、少なくとも１
つのラインの中に配されたインラインフィルタを通じて流体をろ過することを含み得る。
流体を送達することは、対流強化送達により流体を送達することを含み得る。流体を送達
することは、数時間、数日、数週間、数か月、または数年にわたり患者内の標的部位に流
体を送達することを含み得る。この方法は、生物分解されて第１のカテーテルの流体導管
のみを後に残す、第１のカテーテルの支持足場を含み得る。この方法は、第１のカテーテ
ルの上方足場および下方足場を生物分解させることを含み得る。
【００１６】
　第１のカテーテルを植え込むことは、第１の外側シースが周囲に配された流体導管を組
織内に前進させて、流体導管の外表面と第１の外側シースの遠位端部の内表面との間に画
定された第１の組織受容空間内に組織を押し込むことと、流体導管を通じて、流体導管の
遠位端部に隣接した組織の一部分の中に、正圧下で流体を送達することと、を含み得る。
流体導管を前進させることは、ノーズ部分を組織と接触させることを含んでよく、ノーズ
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部分は、第１の外側シースと近位カテーテル本体との間に延び、ノーズ部分は、第１の外
側シースの外径に対応する遠位小径からカテーテル本体の外径に対応する近位拡径へとテ
ーパー状になっている。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、近位部分と、中央部分と、遠位部分と、近位部分、中央部分
、遠位部分に沿って延びる少なくとも１つの流体チャネルと、を有する微小先端部を含む
、対流強化送達（ＣＥＤ）装置が提供され、少なくとも１つの流体チャネルは、その遠位
端部に出口ポートを有し、その近位端部に入口ポートを有している。この装置はまた、微
小先端部の遠位部分の上に同軸に配された第１の外側シースであって、微小先端部の遠位
部分が第１の外側シースの遠位端部から突出する、第１の外側シースと、微小先端部の外
表面と第１の外側シースの遠位端部の内表面との間に画定された第１の組織受容空間と、
微小先端部から近位に延びるカテーテル本体であって、微小先端部の少なくとも１つの流
体チャネルがカテーテル本体のそれぞれの内側内腔と流体連通している、カテーテル本体
と、を含む。この装置は、微小先端部の少なくとも中央部分の上に配され、かつ第１の外
側シースとカテーテル本体との間に延在するノーズ部分も含み、ノーズ部分は、第１の外
側シースの外径に対応する遠位小径からカテーテル本体の外径に対応する近位拡径へとテ
ーパー状になっている外表面を画定する。
【００１８】
　組織受容空間は、装置が組織を通って前進するときに組織受容空間に受容された組織を
圧縮するように構成され得る。組織受容空間により圧縮された組織は、少なくとも１つの
流体チャネルの出口ポートから排出された流体が組織受容空間を越えて近位へ逆流するの
を軽減するシールを形成することができる。装置は、第１の外側シースの上に配された第
２の外側シースを含んでよく、第２の組織受容空間は、第１の外側シースの外表面と、第
２の外側シースの遠位端部の内表面との間に画定される。第１の外側シースの遠位端部の
内表面は、装置が組織を通って前進すると、内表面の中に受容された組織を圧縮するよう
に成形され得る。第１の外側シースの遠位端部の内表面は、円錐形、凸状、および／また
は凹状であってよい。
【００１９】
　第１の外側シースの遠位端部の内径は、微小先端部の遠位部分の外径より約１μｍ～約
２００μｍ大きくてよい。第１の外側シースの遠位端部の内径は、微小先端部の遠位部分
の外径より約１０％～約１００％大きくてよい。第１の外側シースは、円形の外側断面を
有し得る。少なくとも１つの流体チャネルは、パリレン組成物、シラスティック組成物、
ポリウレタン組成物、およびＰＴＦＥ組成物のうちの少なくとも１つから形成され得る。
装置は、カテーテル本体の内側内腔と流体連通していて、正圧下で内側内腔に流体を供給
するように構成されている、流体貯蔵器を含み得る。微小先端部は、可撓性であってよい
。微小先端部は、埋め込みマイクロセンサーを含み得る。
【００２０】
　埋め込みマイクロセンサーは、問い合わせ可能センサー、圧力センサー、グルタメート
センサー、ｐＨセンサー、温度センサー、イオン濃度センサー、二酸化炭素センサー、酸
素センサー、およびラクテートセンサーのうちの少なくとも１つを含み得る。微小先端部
の遠位端部は、外傷を引き起こさずに組織を貫通するように構成された、非外傷性形状を
有し得る。微小先端部は、ある量の薬剤を収容することができ、薬剤でコーティングされ
てよく、かつ／または、薬剤が染み込んでいてよい。この薬剤は、抗菌剤、抗炎症薬、コ
ルチコステロイド、およびデキサメタゾンのうちの少なくとも１つを含み得る。微小先端
部は、基板を含んでよく、基板上には少なくとも１つの流体チャネルが形成されている。
基板は、矩形の横方向断面を有し得る。カテーテル本体は、剛性材料から形成されてよい
。カテーテル本体の各内側内腔は、可撓性材料から形成されたスリーブによって画定され
得る。カテーテル本体は、セラミック、ＰＥＥＫ、およびポリウレタンのうちの少なくと
も１つから形成され得る。各スリーブは、ポリイミド、ペバックス、ＰＥＥＫ、ポリウレ
タン、シリコーン、および溶融石英のうちの少なくとも１つから形成され得る。カテーテ
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ル本体は、可撓性材料から形成され得る。第１の外側シースの上にノーズ部分を成型して
ノーズ部分を形成し、ノーズ部分の近位端部内に微小先端部を挿入し、微小先端部の近位
部分をカテーテル本体に連結し、ノーズ部分に形成された入口ポートを通して流動性材料
を注入してノーズ部分の内部を満たし、かつ微小先端部およびカテーテル本体をノーズ部
分に固定することによって、装置を組み立てることができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、対流強化送達（ＣＥＤ）装置が提供され、これは、近位端部
および遠位端部を有する流体導管と、流体導管上に同軸に配された第１の外側シースであ
って、流体導管が第１の外側シースの遠位端部から延出する、第１の外側シースと、流体
導管の外表面と第１の外側シースの遠位端部の内表面との間に画定された第１の組織受容
空間と、を含む。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、微小成型装置（micro-molding device）が提供され、これは
、カテーテル本体およびカテーテル微小先端部を中に受容するようにサイズ決めされ構成
された成型キャビティを含み、微小先端部の少なくとも１つの流体チャネルは、カテーテ
ル本体の対応する流体ライン内部に少なくとも部分的に配される。装置は、１つまたは複
数の成型チャネルも含み、この成型チャネルを通って、成型流体が注入されて成型キャビ
ティを満たし、微小先端部をカテーテル本体に固定することができ、微小先端部の少なく
とも１つの流体チャネルは、カテーテル本体の少なくとも１つの流体ラインと流体連通し
ている。装置は、成型キャビティ内部に入れられた成型流体を硬化させるために、ＵＶ光
を通すように透明であってよい。成型キャビティは、微小先端部の上、および成型キャビ
ティ内に受容された外側シースの少なくとも一部分の上に、弾丸状ノーズ部分を形成する
ようにサイズ決めされ、構成されることができる。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、患者に治療薬を送達する方法が提供される。この方法は、第
１の外側シースが周囲に配された流体導管を、組織内に前進させて、流体導管の外表面と
第１の外側シースの遠位端部の内表面との間に画定された第１の組織受容空間内に組織を
圧縮することを含む。この方法は、治療薬を含有する流体を、正圧下で、流体導管を通し
て、流体導管の遠位端部に隣接した組織の一部分の中へと送達することも含む。
【００２４】
　この方法は、治療薬を含有する流体を送達する前に、流体導管を通してシールゲル（se
aling gel）を送達して、流体導管と組織との間にある１つまたは複数の隙間を満たすこ
とを含み得る。第１の組織受容空間内に圧縮された組織は、流体導管の遠位端部から排出
された流体が組織受容空間を越えて近位に逆流するのを低減する、シールを形成すること
ができる。この方法は、第１の外側シース上に配された第２の外側シースを組織の中に前
進させることを含んでよく、組織は、第１の外側シースの外表面と第２の外側シースの遠
位端部の内表面との間に画定された第２の組織受容空間内に圧縮される。第１の外側シー
スの遠位端部の内表面は、円筒形、円錐形、凸状、および凹状のうちの少なくとも１つで
あってよい。この方法は、流体導管に埋め込まれたマイクロセンサーの出力に基づいて、
流体導管を通じた流体の送達を制御することを含み得る。この方法は、中枢神経系（ＣＮ
Ｓ）腫瘍、難治てんかん、パーキンソン病、ハンチントン病、脳卒中（stroke）、リソソ
ーム蓄積症、慢性脳損傷、アルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症、平衡障害、聴覚障害
、および海綿状奇形から選択される少なくとも１つの病気を治療するのに使用され得る。
流体導管を前進させることは、ノーズ部分を組織と接触させることを含んでよく、ノーズ
部分は、第１の外側シースと近位カテーテル本体との間に延びており、ノーズ部分は、第
１の外側シースの外径に対応する遠位小径から、カテーテル本体の外径に対応する近位拡
径へとテーパー状になっている。流体導管は、可撓性カテーテルの遠位端部に連結されて
よく、方法は、切開部を通してカテーテルを挿入することと、定位標的化（stereotactic
 targeting）を用いて組織の一部分の近くに流体導管を位置付けることと、カテーテルを
通して挿入されたスタイレットを取り外すことと、カテーテルの近位端部を、患者の頭皮
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の下にもぐらせることと、カテーテルの１つまたは複数の近位流体コネクタを、流体送達
システムに連結することと、を含み得る。
【００２５】
　本発明は、請求項で述べるような装置、システム、および方法をさらに提供する。
【００２６】
　本発明は、添付図面と併せて解釈される以下の詳細な説明から、さらに十分に理解され
るであろう。
【００２７】
〔詳細な説明〕
　本明細書に開示する方法、システム、および装置の構造、機能、製造、および使用の原
理を全体的に理解できるよう、特定の例示的な実施形態を説明する。これらの実施形態の
１つまたは複数の実施例は、添付図面に示されている。本明細書に具体的に記載され添付
図面に例示された方法、システム、および装置が、非限定的な例示的実施形態であること
、ならびに、本発明の範囲が、請求項によってのみ定められることを、当業者は理解する
であろう。１つの例示的な実施形態に関連して例示または説明された特徴は、他の実施形
態の特徴と組み合わせられてよい。そのような改変および変形は、本発明の範囲に含まれ
ることを意図している。
【００２８】
　長期間（例えば、数時間、数日、数週間、数か月、数年など）にわたり薬剤または他の
治療を送達するシステムおよび方法が本明細書に開示され、患者の治療に関連するさまざ
まなパラメータをモニタリングするシステムおよび方法も開示される。逆流を低減または
防止するためのさまざまな特徴を備えたＣＥＤ装置を一般的に伴うシステムおよび方法も
開示される。いくつかの実施形態では、ＣＥＤ装置は、遠位流体出口より近位に配された
組織受容空間を含む。組織は、装置が患者の標的領域に挿入されたときに、組織受容空間
内に圧縮されるか、または組織受容空間によって締め付けられ／ピン留めされることがで
き、これによって、出口から排出される流体が組織受容空間を越えて近位に逆流するのを
低減または防止するシールを形成する。いくつかの実施形態では、ＣＥＤ装置は、遠位流
体出口の近位に弾丸型ノーズを含む。弾丸型ノーズは、周辺組織との良好なシールを形成
し、注入された流体の逆流を低減または防止するのを助ける。
【００２９】
　図１は、ＣＥＤ装置１０の１つの例示的な実施形態を示す。装置１０は、概して、流体
導管１２と、外側シース１４と、を含む。外側シース１４は、流体導管１２の上に同軸に
配されてよく、流体導管１２は、外側シース１４の遠位端部１６から延出する。流体導管
１２および外側シース１４は、組織受容空間１８が流体導管１２の外表面と外側シース１
４の遠位端部１６の内表面との間に形成されるように、サイズ決めおよび寸法決めされる
。
【００３０】
　流体導管１２は、装置１０の長さ方向中心軸に対して概ね平行に延びる、１つまたは複
数の流体内腔を画定することができる。流体導管１２は、流体入口ポート（図１には不図
示）および流体出口ポート２０を含み得る。単一の流体出口ポート２０が、例示された実
施形態では示されているが、装置が、複数の流体出口ポート、ならびに、複数の流体入口
ポート、および流体出口ポートと流体入口ポートとの間に延びる複数の流体内腔を含み得
ることが、理解されるであろう。流体入口ポートは、装置１０の近位端部に位置付けられ
てよく、例えば、１つまたは複数のカテーテル、ポンプ、計器、バルブ、または他の適切
な制御装置を介して、流体導管１２を流体貯蔵器と流体連通させることができる。そのよ
うな制御装置は、流体が装置１０に供給される圧力、または、装置１０に供給される流体
の速度もしくは容量を調節するのに使用され得る。
【００３１】
　流体入口ポートを通じて導管１２に供給された流体は、導管１２の１つまたは複数の内
側内腔を通じて方向づけられ、また、１つまたは複数の流体出口ポート２０を通じて放出
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されることができる。流体出口ポート２０は、流体のさまざまな放出パラメータを制御す
るように、サイズ決めされ、成形され、かつ／または位置付けられることができる。例え
ば、流体出口ポート２０は、流体が装置１０から放出される方向、標的組織内部の流体の
分布、および流体が放出される速さもしくは圧力を制御するように構成され得る。例示的
な実施形態では、流体出口ポートのサイズは、装置１０の遠位端部に向かって次第に増大
してよく、これにより、装置の長さに沿って生じる圧力損失を有利に相殺することができ
、流体は、実質的に同じ圧力で複数の流体出口ポートそれぞれから放出される。流体出口
ポートはまた、流体導管１２の周辺部の周りのさまざまな地点に位置付けられてよく、あ
るいは、流体の放出方向を制御するように成形され得る。
【００３２】
　流体導管１２および／または外側シース１４は、円形の外側断面を有してよく、これに
より、有利なことに、装置１０は、外傷を引き起こしたり、逆流を増大させ得る大きな隙
間を装置の外部と周辺組織との間に形成したりせずに、組織内部で回転することができる
。流体導管１２は、流体導管が挿入される組織と共に動くことができるように可撓性であ
ってもよい。概ね円筒形の流体導管１２が示されているが、流体導管１２は、非円筒形ま
たは多角形の断面を有してもよい。例えば、図７に関して以下で説明するように、流体導
管１２は、微小加工先端部であってよく、微小加工先端部は、１つまたは複数の流体チャ
ネルが配された、正方形もしくは矩形の断面を有する基板を含む。外側シース１４の内部
は、流体導管１２の断面に実質的に対応するように成形され得る。あるいは、外側シース
１４は、流体導管１２の外部断面形状とは異なる、内部断面形状を有してもよい。例えば
、外側シース１４は、その遠位端部に、実質的に円筒形の内部断面形状を有し得るが、流
体導管１２は、実質的に正方形もしくは矩形の外部断面形状を有してよく、それにより、
流体導管１２の外部と外側シース１４の内部との間に、組織受容空間１８が画定される。
【００３３】
　前述のとおり、外側シース１４は、流体導管１２の上に同軸に配されてよく、流体導管
１２は、外側シース１４の遠位端部１６から延出している。流体導管１２の外表面とシー
ス１４の内表面との間の隙間空間が、組織受容空間１８を画定し得る。例えば、図２に示
すように、流体導管１２は、外側シース１４の内径Ｄ２より小さい外径Ｄ１を有し得る。
直径Ｄ２が直径Ｄ１を超える程度で、組織受容空間１８内に圧縮されるか、または組織受
容空間１８によって締め付けられる組織の量が決まり得る。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、接着剤または他の充填剤が、流体導管１２とシース１４との
間に入れられて、流体導管を、シースに対して固定された長さ方向位置に保持し、流体導
管をシースの中心に保つことができる（例えば、組織受容空間１８は、流体導管の周辺部
の周りに均一の幅を有する）。例えば、組織受容空間１８は、シース１４の遠位端部１６
から第１の距離だけ近位に延びてよく、その地点より後ろで、流体導管１２とシース１４
との間の隙間空間が満たされ得る。いくつかの実施形態では、シース１４は、段付き、テ
ーパー状、または他の同様に成形された内部を有してよく、そうすると、隙間空間が、シ
ース１４の遠位部分に沿って存在し、シース１４の近位部分に沿った隙間空間はない。
【００３５】
　例示的な実施形態では、外側シース１４の遠位端部１６の内径は、流体導管１２の外径
より、約１μｍ～約１０００μｍ、約１μｍ～約５００μｍ、約１μｍ～約２００μｍ、
または約１μｍ～約２０μｍ大きくてよい。例示的な実施形態では、外側シース１４の遠
位端部１６の内径は、流体導管１２の外径より、約５％～約５００％、約５％～約２５０
％、約１０％～約１００％、または約１０％～約２０％大きくてよい。例示的な実施形態
では、直径Ｄ１は、約５０μｍ～約２０００μｍ、約５０μｍ～約１０００μｍ、または
約５０μｍ～約２００μｍであってよい。例示的な実施形態では、直径Ｄ２は、約５１μ
ｍ～約５０００μｍ、約５５μｍ～約１０００μｍ、または約５５μｍ～約２００μｍで
あってよい。組織受容空間１８は、外側シース１４の全長に沿って、あるいは、外側シー
スの一部分のみに沿って（例えば、外側シースの最遠位部分の、約１ｍｍ～約１００ｍｍ
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、約１ｍｍ～約５０ｍｍ、または約１ｍｍ～約１０ｍｍに沿って）延びてよい。
【００３６】
　流体導管１２および外側シース１４は、パリレン組成物、シラスティック組成物、ポリ
ウレタン組成物、ＰＴＦＥ組成物、シリコーン組成物などを含む、さまざまな材料のうち
のいずれかから形成され得る。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、装置１０は、支持足場（不図示）に取り付けられて、装置に
構造的剛性を与え、標的組織への挿入を容易にすることができる。例示的な支持足場は、
「MULTI-DIRECTIONAL MICROFLUIDIC DRUG DELIVERY DEVICE」の名称で２０１２年８月１
日に出願された米国特許出願公開第２０１３／００３５５６０号に例示および説明され、
この内容の全体が、参照により本明細書に組み込まれる。組織の貫通および通り抜け（na
vigation）を助けるため、流体導管１２の遠位端部および／または足場の遠位端部は、テ
ーパー状であり、尖っており、かつ／または鋭利にされていてよい。いくつかの実施形態
では、流体導管１２および／または足場は、丸い非外傷性先端部を備えて、組織に外傷を
引き起こさずに組織を通じた挿入を容易にすることができる。支持足場は、剛性または半
剛性であってよく、また、分解性の熱可塑性ポリマー、例えば、分解性の熱可塑性ポリエ
ステルもしくは分解性の熱可塑性ポリカーボネートから形成されてよい。いくつかの実施
形態では、支持足場は、ポリ（乳酸‐ｃｏ‐グリコール酸）（ＰＬＧＡ）から形成されて
よく、標的組織内部で生分解するように構成され得る。これにより、有利には、装置１０
がいったん標的組織内部に位置付けられたら支持足場を取り除く必要性がなくなり得るの
で、流体導管１２の位置付けを妨害する可能性がなくなる。当技術分野で既知のケイ素ま
たはさまざまなセラミック、金属、およびプラスチックを含め、さまざまな他の材料のう
ち任意のものを使用して、支持足場を形成することもできる。足場は、約１００μｍ～約
２００μｍの幅を有してよく、標的組織に応じて（例えば、標的組織が位置する深さに応
じて）変化する長さを有し得る。一実施形態では、足場は、２ｃｍ～３ｃｍの長さである
。水滴の表面張力、接着剤および／または生体適合性のワセリンなど、さまざまな技術を
使用して、流体導管１２および／または外側シース１４を支持足場に連結することができ
る。
【００３８】
　流体導管１２、外側シース１４および／または支持足場のうちのいずれかが、ある量の
薬剤を収容するか、または、ある量の薬剤を染み込ませられることができる。あるいは、
または、これに加えて、これらの構成要素の表面が、薬剤でコーティングされてもよい。
例示的な薬剤は、抗炎症成分、薬剤の浸透性を高める成分、遅延放出性コーティングなど
を含む。いくつかの実施形態では、装置１０の１つまたは複数の構成要素が、注入部位周
辺の膨張、およびそのような膨張により生じ得る流体送達パターンの乱れを防ぐことがで
きる、デキサメタゾンなどのコルチコステロイドでコーティングされるか、またはそれを
染み込ませられることができる。
【００３９】
　装置１０は、流体導管１２、シース１４、もしくは足場の中または上に取り付けられた
、１つまたは複数のセンサー２２を含んでもよい。センサー２２は、温度センサー、ｐＨ
センサー、圧力センサー、酸素センサー、張力センサー、問い合わせ可能センサー、グル
タメートセンサー、イオン濃度センサー、二酸化炭素センサー、ラクテートセンサー、神
経伝達物質センサー、または、さまざまな他のセンサータイプのうちのいずれかを含んで
よく、また、制御回路にフィードバックを与えることができ、制御回路は、その結果、感
知した１つまたは複数のパラメータに基づいて、装置１０を通る流体の送達を調節するこ
とができる。１つまたは複数の電極２４は、流体導管１２、シース１４、または足場の中
または上に設けられてもよく、これは、電気エネルギーを標的組織に送達するため、例え
ば、標的組織を刺激するか、または、標的組織を切除するために、使用され得る。一実施
形態では、電気エネルギーは、電極２４を通じて送達され、薬剤が同時に、流体導管１２
を通って送達される。
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【００４０】
　図３は、装置１０を含む薬剤送達システム２６の概略図である。システム２６は、薬剤
含有流体の貯蔵器２８を含み、貯蔵器２８は、制御バルブ３２を介してポンプ３０に連結
される。制御バルブ３２が開くと、貯蔵器２８内の流体が、ポンプ３０により圧力下で圧
力調整器３４に供給され、圧力調整器３４は、流体を装置１０に供給する圧力を調節する
ことができる。制御バルブ３２、ポンプ３０、調整器３４は、コントローラ３６に動作可
能に連結されてよく、コントローラ３６は、マイクロプロセッサおよびメモリを含んでよ
く、また、非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記憶された薬剤送達制御プログラムを実
行するように構成されてよい。コントローラ３６は、バルブ３２を開閉するように、ポン
プ３０をオンまたはオフにするように、ポンプ３０の出力圧力を変化させるように、かつ
／または調整器３４の圧力設定点を調節するように、構成され得る。コントローラ３６は
また、装置１０の中または上に取り付けられた１つまたは複数のセンサー２２を含むフィ
ードバックループを介して、感知したパラメータを示す情報を受信することもできる。よ
って、装置１０と共に植え込まれた１つまたは複数のセンサー２２からのフィードバック
に応じて、コントローラ３６は、装置１０への流体の流れを開始または停止させ、流体が
装置１０に供給される圧力を増加または減少させるなどすることができる。一実施形態で
は、装置１０は、装置１０の近くで流体圧力を測定する圧力センサー２２を含み、コント
ローラ３６は、圧力センサー２２からのフィードバックに基づいて、流体供給圧力を実質
的に一定のレベルに保つように構成される。薬剤送達システム２６の構成要素のうちのい
くつかまたはすべてが、患者に植え込まれ得ること、また、それらの構成要素のうちのい
くつかまたはすべてが、患者の外側に配され得ることが、認識されるであろう。
【００４１】
　装置１０は、脳、脊椎、耳、神経組織、またはヒトもしくは動物の体の他の部分の疾患
を治療するために、薬剤のＣＥＤのために使用されることができる。脳内で使用される場
合、装置１０は、正圧下で組織内に直接薬剤を注入することによって、血液脳関門（ＢＢ
Ｂ）を迂回することができる。装置１０は、以下のようないくつかの利点をもたらすこと
ができる：１）ＣＥＤで使用される従来の針に比べて断面積が小さい；２）従来の針に比
べ、脳内に挿入される際の組織への障害が少ない；３）挿入された部分の外側に沿った逆
流または還流が低減または排除され、これにより、従来の針と比べて、装置１０における
薬剤送達速度を高めることができる；４）脳内への挿入中の流体送達導管１２の閉塞が最
小限となるか、または起こらない；５）別個の流体（薬剤）をそれぞれが送る複数の内腔
が、流体導管１２を通って設けられることができ、これにより、複数の物質の、同時送達
、連続送達、またはプログラムされた送達が可能となる；６）装置１０が、薬剤送達シス
テムとして、また圧力、ｐＨ、イオン特異的濃度（ion-specific concentrations）、場
所、および他のパラメータなどであるが、これらに制限されない局所組織特徴を測定する
ためのセンサー搭載プローブとして、同時に役立つ可能性を有する；７）装置１０が、薬
剤放出パターンの方向制御を可能にする。
【００４２】
　使用中、以下でさらに説明するように、装置１０は、カニューレまたは針といった、長
くて細い挿入媒体の遠位端部に機能的に取り付けられることができ、その挿入媒体の中ま
たは上で、装置の流体導管１２の流体入口ポートに対して流体付着（fluid attachment）
が行われ得る。これは、比較的厚い組織の貫通、例えばヒトの頭蓋骨を通る挿入、を伴う
適用において、特に有利となり得る。
【００４３】
　薬剤含有流体の送達に加え、装置１０は、組織透過性を変え、かつ標的組織内の薬剤分
布を改善するために、酵素または他の材料を送達するのに使用されることもできる。例え
ば、脳組織内への薬剤含有ナノ粒子の浸透は、少なくとも１つの脳細胞外基質成分の酵素
消化、および脳組織へのナノ粒子の頭蓋内注入により、高められ得る。別の実施形態では
、少なくとも１つの酵素が、酵素消化工程中にナノ粒子の表面に固定され得る。装置１０
は、例えば薬剤送達部位を変化させ得る、酵素材料および／または他の材料、ならびに治
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療物質を、事実上任意の順序、順位付け（sequencing）および／またはタイミングで送達
する能力をもたらすことができ、これは、異なる送達装置の使用を必要とせず、また、そ
れを行う上で潜在的な複雑さを伴わない。
【００４４】
　装置１０は、例えば、流体導管１２を通して標的部位までスタイレットまたは把持用具
を通過させて、その後、生検標本が中に入ったスタイレットまたは把持用具を標的部位か
ら引き抜くことによって、組織に生検を行うのに使用されることもできる。いくつかの実
施形態では、流体導管１２は、生検目的で、その内部を通って延びる大径の内腔を有して
よく、より小さい流体内腔が、その内腔の周囲に形成される。
【００４５】
　装置１０は、正圧下で、標的組織領域まで薬剤含有流体を送達するのに使用され得る。
図４は、患者の脳内の標的組織４０への薬剤の対流強化送達の例示的な方法を示している
。部位が適切に準備され洗浄された後で、組織開口部が、患者の頭皮および頭蓋骨を通っ
て形成されて、脳組織４０を露出させることができる。組織開口部の形成前または後で、
台座が、オプションとして患者に取り付けられて、装置１０が挿入される間に装置１０を
支持することができ、これは、長期間の植え込みにおいて特に有用となり得る。
【００４６】
　装置１０は、オプションとして、装置１０と噛み合うための微小加工インターフェース
によって、カニューレ（不図示）に連結されることができる。ガイド手術において定位フ
レーム（stereotactic frame）と結合するように構成された標準的カニューレを含め、さ
まざまなカニューレのうちのいずれかを使用することができる。いくつかの実施形態では
、カニューレは、長期（例えば、３０日）の植え込みに適した可撓性カテーテルを含み得
る。カテーテルは、約１５ｃｍの長さで、直径が約２ｃｍであってよい。カニューレは、
長さが約１．８３ｍ（約６フィート）の管部分を含んでよく、近位端部には、流体とバイ
オセンサーとの接点（fluid and biosensor interface）のためのコネクタがある。
【００４７】
　装置１０は、組織開口部を通って、脳組織４０内へと前進することができる。図示のと
おり、組織受容空間１８は、装置１０が組織４０を通って前進する際に組織受容空間１８
の中に受容された組織を圧縮するか、または締め付けるように構成され得る。組織受容空
間１８により圧縮された組織は、流体導管１２の出口２０から排出された流体が組織受容
空間１８を越えて近位に逆流するのを低減する、シールを形成することができる。具体的
には、流体導管１２の出口２０から排出された流体が流体導管１２の外表面と周辺組織４
０との間を近位に逆流すると、流体は、組織受容空間１８内に圧縮された組織３８の肩部
に出くわす。組織受容空間１８の壁に対する組織３８の圧縮により、流体がさらに近位方
向に流れるのを阻止するシールが形成され、これにより、注入された流体が組織の標的領
域を離れる望ましくない逆流が、低減または防止される。
【００４８】
　前述のとおり、装置１０は、標的領域に向かって脳組織を貫通するのを容易にする支持
足場を含み得る。１つまたは複数の放射線不透過性マーカーが、装置１０に含まれて、放
射線撮像を可能にする（例えば、標的組織内部またはその近傍に装置１０が適切に設置さ
れたことを確認する）ことができる。分解可能な足場が使用される実施形態では、足場は
、挿入の直後に分解して、流体導管１２および外側シース１４のみを残すことができる。
いくつかの実施形態では、流体導管１２および／またはシース１４は、脳組織４０が頭蓋
骨内部を移動すると装置１０が脳組織４０と共に動くことができるように、可撓性であっ
てよい。これにより、有利なことに、装置１０に隣接した脳組織が局所的に変形するのを
防ぐことができ、この変形は、剛性装置で起こる場合があるものである。このような変形
により、装置の表面に沿って、加圧流体の逆流が生じることがあり、流体が標的組織に到
達するのを不必要に妨げてしまう。
【００４９】
　いったん装置１０が標的組織内部に、またはこれに隣接して位置付けられたら、注入さ
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れた媒体（例えば、薬剤含有流体）は、正圧下で装置１０の流体入口ポートを通じて装置
１０まで供給され得る。次に、注入された媒体は、流体導管１２を通って流れ、組織の標
的領域において出口ポート２０から圧力を受けて放出される。送達プロファイルは、出口
ポートのサイズ、出口ポートの形状、流体導管のサイズ、流体導管の形状、流体供給圧力
、流体速度などといったパラメータを変えることにより、調節され得る。いくつかの実施
形態では、装置１０は、約５μＬ／分～約２０μＬ／分の流速で流体を送達するように構
成され得る。いくつかの実施形態では、装置１０は、チャネル１つにつき１分に５０～１
００μＬを送達するように構成されてよく、各チャネルは、６８９．４８ｋＰａ（１００
ｐｓｉ）超の圧力に耐える（support）ように構成され得る。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、薬剤含有流体を注入する前に、ゲルまたは他の材料が、装置
１０を通じて注入されて、組織のシールを増強することができる。例えば、シールゲルが
、装置１０を通じて注入され、装置の外部に沿って逆流することができ、装置と周辺組織
との間、特に組織受容凹部１８内部に存在し得る空隙を満たしてシールする。例示的なシ
ール材料は、シアノアクリレート、タンパク質接着剤（protein glues）、組織シーラン
ト、凝固性接着剤（coagulative glues）（例えば、フィブリン／トロンビン／タンパク
質系の凝固性接着剤）、および全体の内容が参照により本明細書に組み込まれる、「SPLI
TABLE TIP CATHETER WITH BIORESORBABLE ADHESIVE」の名称で２００４年６月９日に出願
された米国特許出願公開第２００５／０２７７８６２号に開示されたものなどの材料を含
む。
【００５１】
　本明細書に開示する方法および装置が、逆流がほとんどないか、またはまったくない状
態で、機能的物質を直接、患者の標的組織へ対流強化送達することをもたらし得ることが
、前述したことから理解されるであろう。この対流強化送達は、広範囲の疾患、健康状態
、外傷、病気などを治療するのに使用され得る。本明細書で使用される用語「薬剤」は、
ヒトまたは動物の患者に送達され得る、あらゆる機能的物質を指し、これには、ホルモン
、幹細胞、遺伝子治療剤（gene therapies）、化学物質、化合物、小分子および大分子、
染料、抗体、ウイルス、治療薬などが含まれる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、中枢神経系（ＣＮＳ）腫瘍は、抗体（例えば、抗上皮増殖因
子（ＥＧＦ）受容体モノクローナル抗体）または核酸構成物（nucleic acid construct）
（例えば、リボ核酸干渉（ＲＮＡｉ）物質、アンチセンスオリゴヌクレオチド、もしくは
アデノウイルス、アデノ随伴ウイルスベクター、もしくは他のウイルスベクター）を、罹
患組織に送達することにより、治療され得る。てんかんは、抗痙攣薬を脳内の標的領域に
送達することによって治療され得る。パーキンソン病は、グリア細胞由来神経栄養因子（
ＧＤＮＦ）などのたんぱく質を脳に送達することによって、治療され得る。ハンチントン
病は、リボ核酸干渉（ＲＮＡｉ）物質もしくはアンチセンスオリゴヌクレオチドなどの核
酸構成物を脳に送達することによって、治療され得る。ニューロトロフィンが、脳卒中を
治療するため、正圧下で脳に送達され得る。リソソーム酵素などのたんぱく質が、リソソ
ーム蓄積症を治療するため、脳に送達され得る。アルツハイマー病は、脳に正圧下で抗ア
ミロイド（anti-amyloids）および／または神経成長因子（ＮＧＦ）を送達することによ
って、治療され得る。筋萎縮性側索硬化症は、脳由来神経栄養因子（ＢＤＮＦ）または毛
様体神経栄養因子（ＣＮＴＦ）などのたんぱく質を、正圧下で脳、脊柱管、または中枢神
経系のどこかに送達することによって治療され得る。慢性脳損傷は、脳由来神経栄養因子
（ＢＤＮＦ）および／または繊維芽細胞成長因子（ＦＧＦ）などのたんぱく質を、正圧下
で脳に送達することにより、治療され得る。
【００５３】
　本明細書に開示される装置、および関連するさまざまな治療方法の使用は、患者の脳に
制限されるものではないことが、認識されるであろう。むしろ、これらの方法および装置
は、脊椎を含む患者の身体の任意の部分に薬剤を送達するのに使用され得る。さらなる実
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施例として、平衡障害または聴覚障害は、患者の耳の一部分に薬剤含有流体を直接注入す
ることによって治療され得る。ヒトの無調遺伝子（human atonal gene）を含め、耳を治
療するのに、さまざまな薬剤のいずれかを使用することができる。本明細書に開示する方
法および装置は、胎児、または胎児を身ごもっている患者に治療用物質（幹細胞など）を
送達するために使用されることもできる。本明細書に開示する方法および装置は、例えば
、１つまたは複数の血管新生阻害因子を海綿状奇形に送達することにより、海綿状奇形を
治療するのに使用され得る。
【００５４】
　本明細書に記載したさまざまな治療のいずれかは、装置に染み込ませたコルチコステロ
イド、装置上にコーティングされたコルチコステロイド、および／または増殖促進酵素な
どの補因子を、標的組織に送達することをさらに含み得る。加えて、本明細書に記載する
さまざまな治療のいずれかは、長期の治療および療法を容易にするために、装置の長期植
え込み（例えば、数時間または数日間）をさらに含み得る。
【００５５】
　装置１０に対するいくつかの変形体を以下に記載する。示したものを除き、これらの変
形体の構造および動作は、装置１０と同じであるので、簡潔にするため、詳細な説明はこ
こでは省略する。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、装置１０は、複数の組織受容空間１８を含み得る。図５は、
第１の組織受容空間１８Ａおよび第２の組織受容空間１８Ｂを備えた実施形態を示す。図
示のとおり、第１の外側シース１４Ａが、流体導管１２の上に配されて、第１の組織受容
空間１８Ａを画定している。第２の外側シース１４Ｂが、第１の外側シース１４Ａの上に
配されて、第２の組織受容空間１８Ｂを画定している。具体的には、第２の組織受容空間
１８Ｂは、第１の外側シース１４Ａの外表面と第２の外側シース１４Ｂの遠位端部１６Ｂ
の内表面との間に形成される。２つの組織受容空間が示されているが、追加のシース層を
加えることによって、任意の数の組織受容空間（例えば、３つ、４つ、５つ、またはそれ
以上）が設けられてよいことが、認識されるであろう。単一のシース層は、例えば、それ
ぞれが中に組織受容空間を画定している１つまたは複数の段付き領域を備えたシース層を
形成することによって、複数の組織受容空間を提供するように構成されることもできる。
図５に示すものなどの多段階装置（Multi-stage devices）は、最遠位の主要シール領域
より近位に、追加のシール領域を提供することができる。これら二次的、三次的などのシ
ール領域を設けることは、主要シールを増強するか、または、主要シールが損なわれた場
合の予備（backup）として作用することができる。
【００５７】
　図６Ａ～図６Ｃに示すように、外側シース１４の遠位端部１６の内壁は、組織受容空間
１８の寸法と、組織が組織受容空間１８内で圧縮されたときにもたらされるシールのタイ
プと、を変えるように成形され得る。図６Ａは、シース１１４の遠位端部１１６の内表面
が凹状の湾曲を有する装置１００を示す。図６Ｂは、シース２１４の遠位端部２１６の内
表面が円錐形である装置２００を示す。図６Ｃは、シース３１４の遠位端部３１６の内表
面が凸状の湾曲を有する装置３００を示す。これらの構成により、装置１０の円筒形の組
織受容空間１８と比べるとシースの周辺部においてより鋭い前縁をもたらすことができ、
また、組織受容空間内に圧縮されるか、または組織受容空間により締め付けられ／ピンで
留められる組織の量、ならびに圧縮の程度を増やすことができる。よって、図６Ａ～図６
Ｃの構成を使用する場合には、より強固なシールを得ることができる。しかしながら、円
筒形の組織受容空間の場合であっても、シースの前縁は、鋭利にされて、組織を組織受容
空間内へとそらし、これによって、より良いシールを形成することができることに注意さ
れたい。組織受容空間のサイズおよび形状は、装置が挿入されるべき組織のタイプを含め
、さまざまなパラメータに基づいて選択され得る。複数の組織受容空間がある実施形態で
は、組織受容空間はそれぞれ、同じ構成（例えば、すべてが円筒形、すべてが円錐形、す
べてが凸状、またはすべてが凹状）を有し得る。あるいは、複数の組織受容空間のうちの
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１つまたは複数は、異なる構成を有してよい。よって、例えば、１つまたは複数の組織受
容空間は、円筒形であってよく、１つまたは複数の他の組織受容空間は、凸状となる。
【００５８】
　本明細書に開示する装置の組織受容凹部は、装置と周辺組織またはゲルとの間に形成さ
れたシールを増強するために、さまざまな表面特徴部または処理部を含み得る。例えば、
組織受容凹部は、生体適合性接着剤でコーティングされてよく、あるいは、組織またはゲ
ルとの、よりぴったりしたシールを形成するために、ざらざらした表面を有することがで
きる。
【００５９】
　図７は、微小先端部４１２の形態の流体導管と、外側シース４１４とを概して含む、Ｃ
ＥＤ装置４００の例示的な実施形態を示す。微小先端部４１２は、基板４４２を含み、基
板４４２は、ケイ素を含むさまざまな材料から形成され得る。基板４４２は、図示するよ
うな正方形または矩形の断面を含む、さまざまな断面形状のいずれかを有し得る。１つま
たは複数の流体チャネル４４４を、基板４４２上に形成することができる。流体チャネル
４４４は、パリレンを含む、さまざまな材料から形成されてよい。図７に示すものなどの
、微小加工先端部の構造、動作、および製造に関するさらなる詳細は、内容全体が参照に
より本明細書に組み込まれる「MULTI-DIRECTIONAL MICROFLUIDIC DRUG DELIVERY DEVICE
」の名称で２０１２年８月１日に出願された米国特許出願公開第２０１３／００３５５６
０号で見ることができる。
【００６０】
　外側シース４１４は、微小先端部４１２の上に同軸に配されて、外側シース４１４と微
小先端部４１２との間に組織受容空間４１８を形成することができる。いくつかの実施形
態では、微小先端部４１２は、実質的に矩形の外部断面を有してよく、外側シース４１４
は、実質的に円筒形の内部断面を有してよい。他の実施形態では、微小先端部４１２およ
び外側シース４１４は、間に隙間空間が画定された、対応する断面形状を有し得る。外側
シース４１４の近位端部は、カテーテル４４６に連結され得る。カテーテル４４６は、剛
性でも可撓性でもよく、あるいは、剛性部分および可撓性部分を含んでもよい。ノーズ部
分４４８（本明細書では「弾丸状ノーズ」または「弾丸状ノーズ部分」と呼ばれることも
ある）が、外側シース４１４とカテーテル４４６との間に配されてよく、あるいは、外側
シース４１４とカテーテル４４６との間の接合点の上に配されてよい。図示のとおり、ノ
ーズ部分４４８は、シース４１４の外径に対応する遠位小径から、カテーテル４４６の外
径に対応する近位拡径まで、テーパー状になってよい。ノーズ部分４４８によってもたら
されるテーパー状の移行部は、有利なことに、応力除去をもたらすことができ、これは、
シース４１４からカテーテル本体４４６までの滑らかな移行部として作用することができ
、流体が逆流する経路を作り得る、周辺組織に対する不均等な圧力が防止されるためであ
る。ノーズ部分４４８は、図示のとおり、円錐形にテーパー状になってよく、あるいは、
凸状または凹状の湾曲に沿ってテーパー状になってもよい。円錐形部分、凸状部分、およ
び／または凹状部分を含む、さまざまな複合的形状を使用することもできる。ノーズ部分
４４８は、装置４００の長さ方向軸に対して垂直に延びる、尖っていない肩部に置き換え
られることもできる。さまざまなテーパー角度のいずれかを、ノーズ部分４４８に使用す
ることができる。例えば、ノーズ部分４４８は、装置４００の長さ方向軸に対して約１０
°～約９０°の範囲、装置の長さ方向軸に対して約２０°～約７０°の範囲、および／ま
たは装置の長さ方向軸に対して約３０°～約５０°の範囲の角度で、テーパー状になるこ
とができる。例えば、ノーズ部分４４６は、装置４００の長さ方向軸に対して約３３°の
角度でテーパー状になることができる。いくつかの実施形態では、例えば、図５について
前述したように、追加のシースを設けることができる。
【００６１】
　図８に示すように、カテーテル４４６は、装置４００の挿入深さを示すために、長さマ
ークまたは目盛４５０を含み得る。いくつかの実施形態では、カテーテル４４６は、短時
間で定位標的化する（acute stereotactic targeting）ようにサイズ決めされ構成された
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、まっすぐな剛性カテーテルであってよい。カテーテル４４６は、可撓性材料、剛性材料
、セラミック、プラスチック、ポリマー材料、ＰＥＥＫ、ポリウレタンなど、およびそれ
らの組み合わせを含む、さまざまな材料のうちいずれかから形成され得る。例示的な実施
形態では、カテーテル４４６は、約１０ｃｍ～約４０ｃｍ、例えば約２５ｃｍの長さを有
する。カテーテル４４６は、その中を通って延びる１つまたは複数の流体ラインを含み得
る。流体ラインは、カテーテル本体自体によって画定され得るか、または、カテーテル本
体内部に配された１つまたは複数の内側スリーブもしくは裏打ちによって画定され得る。
可撓性材料、剛性材料、ポリイミド、ペバックス、ＰＥＥＫ、ポリウレタン、シリコーン
、溶融石英の管など、およびそれらの組み合わせといった、さまざまな材料のうちのいず
れかを用いて、内側スリーブまたは裏打ちを形成することができる。
【００６２】
　図９に示すように、１つまたは複数の標準的なルアーコネクタまたは他のコネクタ４５
２は、カテーテル４４６の近位端部に連結されて、図３に示すタイプの流体送達システム
との接続を容易にすることができる。例示された実施形態では、システム４００は、２つ
のコネクタ４５２を含み、これらは、カテーテル４４６および微小先端部４１２に形成さ
れた２つの流体チャネルそれぞれに対するものである。しかしながら、任意の数の流体チ
ャネルおよび対応する近位カテーテルコネクタを設けてよいことが、認識されるであろう
。システム４００はまた、所望の挿入深さを設定し、過挿入を防ぐための深さ停止部とし
て作用するように、カテーテル４４６の上に配されたカラー４５４を含み得る。カラー４
５４は、カテーテル４４６に対して長さ方向にスライド可能であってよく、また、カテー
テルに対して固定された長さ方向位置にカラーを固定するためにカテーテルに係合する、
つまみねじ４５６を含み得る。システム４００は、定位フレーム固定物への挿入中に微小
先端部４１２への損傷を防ぐための先端部プロテクター４５８を含むこともできる。例示
的な先端部プロテクターは、内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、「METHODS 
AND DEVICES FOR PROTECTING CATHETER TIPS AND STEREOTACTIC FIXTURES FOR MICROCATH
ETERS」の名称で２０１４年６月１７日に出願された米国特許出願第１４／３０６，９２
５号に開示されている。
【００６３】
　図１０に示すように、システム４００は、カテーテル４４６の近位コネクタ４５２と図
３に示すタイプの流体送達システムとの間に流体経路を設けるために、１本の延長管４６
０を含み得る。例示された実施形態では、二重チャネルが剥がれた延長ライン（dual-cha
nnel peel-away extension lines）４６０が図示されている。システム４００を使用する
例示的な方法では、切開部を患者に形成することができ、カテーテル４４６が、その切開
部を通して挿入されて、組織の標的領域（例えば、患者の脳もしくは中枢神経系の領域）
に植え込まれることができる。カテーテル４４６は、数分、数時間、数日、数週間、数ヶ
月間などの間、標的領域に残され得る。可撓性カテーテル４４６の場合、カテーテルの近
位端部は、患者の頭皮の下にもぐることができ、近位コネクタ４５２は切開部から延出す
る。カテーテル４４６は、シースを通して挿入されて、定位標的化のためにカテーテルを
堅く、かつまっすぐに保つことができる。あるいは、または加えて、スタイレットが、カ
テーテルを通して挿入されて、定位標的化のためにカテーテルを堅く、かつまっすぐに保
つことができる。いくつかの実施形態では、スタイレットは、カテーテルに形成された補
助内腔を通して挿入されてよく、主要流体送達内腔は、カテーテル挿入中に流体を注入さ
れ得る。よって、第１および第２の流体内腔を備えるカテーテルの場合、第３の内腔が、
スタイレットを受容するために含まれ得る。
【００６４】
　図１１は、例示的な微小先端部４１２の拡大図である。図示のとおり、微小先端部４１
２は概して、中央本体部分４６２を含み、第１および第２の脚部もしくは尾部４６４がそ
こから近位に延び、かつ先端部分４６６がそこから遠位に延びている。第１および第２の
微小流体チャネル４４４は、微小先端部４１２の中または上に形成されて、それらのチャ
ネルは、近位脚部４６４に沿って、中央本体部分４６２を横切って、遠位先端部分４６６
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まで延びている。チャネル４４４はそれぞれ、（例えば、近位端部における）１つまたは
複数の流体入口ポート、および（例えば、遠位端部における）１つまたは複数の流体出口
ポートを含み得る。前述のとおり、図１１に示すものなどの微小加工先端部の構造、動作
、および製造に関するさらなる詳細は、内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、
「MULTIDIRECTIONAL MICROFLUIDIC DRUG DELIVERY DEVICE」の名称で２０１２年８月１日
に出願された米国特許出願公開第２０１３／００３５５６０号で見ることができる。
【００６５】
　ＣＥＤ装置４００を製造し、かつ／または組み立てるシステムおよび方法が、図１２～
図１５に示される。一般的にいえば、微小先端部４１２が作製された後、これは、成型ま
たは鋳造システムの中に位置付けられて、１つまたは複数のシース４１４を微小先端部に
連結し、ノーズ部分４４８を形成し、かつ／またはカテーテル４４６の流体ラインを微小
先端部の流体チャネル４４４に連結することができる。
【００６６】
　図１２は、成型システム５００の例示的な実施形態を示す。システム５００は、受台５
０４を備えたベースプレート５０２を含み、受台５０４の中においてカテーテル４４６の
近位部分が支持される。上方成型ブロック５０６および下方成型ブロック５０８が、１つ
または複数のねじ５１２を備えたクランプブロック５１０により、ベースプレート５０２
に連結される。ねじ５１２は、注入プロセス中に成型ブロック５０６、５０８を適所にロ
ックするために締められてよく、ＣＥＤ装置の構成要素を挿入または除去するために成型
ブロックを開けることができるよう、取り外されることができる。システム５００はまた
、入口ポート５１４を含み、入口ポート５１４を通して、流動性材料が、鋳型内に、注入
、ポンプ供給などされることができる。
【００６７】
　図１３～図１５に示すように、下方成型ブロック５０８は、カテーテル本体４４６の下
半分が配され得る凹部と、シース４１４の下半分が配され得る凹部と、を含む。実質的に
はノーズ部分４４８の下半分と反対の凹凸を持つもの（negative）である成型キャビティ
５１６が、凹部間に形成される。これらの凹部は、カテーテル本体４４６およびシース４
１４が、成型キャビティ５１６内に注入された流動性材料の漏れを防ぐために成型ブロッ
ク５０８とのシールを形成するように、サイズ決めされ得る。１つまたは複数の注入ポー
トまたはチャネル５１４が、成型ブロック５０８に形成されて、流動性材料をキャビティ
５１６内に注入させる。図示されてはいないが、上方成型ブロック５０６が下方成型ブロ
ック５０８と同様に構成され、カテーテル本体４４６およびシース４１４の上半分を受容
することのできる凹部と、実質的にノーズ部分４４８の上半分と反対の凹凸を持つもので
ある成型キャビティ５１６と、を備えることが、認識されるであろう。
【００６８】
　使用中、微小先端部４１２は、近位脚部４６４がカテーテル本体４４６に形成されたそ
れぞれの流体ライン内部に配されるように、かつ微小先端部の遠位先端部分４６６がシー
ス４１４の内側内腔内部に位置付けられるように、位置付けられる。前述のように、いく
つかの実施形態では、カテーテル流体ラインが、カテーテル本体４４６を画定する外側ハ
ウジング（例えば、セラミックハウジング）内に入れられた、内側裏打ち（例えば、溶融
石英チューブ）によって形成され得る。内側裏打ちは、外側ハウジングが割れたり損傷さ
れたりした場合に、漏れを防ぎ、カテーテル本体４４６を共に保持することができる。微
小先端部４１２、カテーテル本体４４６、およびシース４１４は、上方成型ブロック５０
６と下方成型ブロック５０８との間に挟まれ、流動性材料が、成型チャネル５１４を通じ
て注入されて、成型キャビティ５１６内部でノーズ部分４４８を形成し、カテーテル４４
６の流体ラインを微小先端部の流体チャネル４４４に連結する。例示的な流動性材料は、
ＵＶ樹脂、ポリマー、例えばポリウレタン、アクリル樹脂（acrylics）、ＰＴＦＥ、ｅＰ
ＴＦＥ、ポリエステルなどを含む。
【００６９】
　流動性材料は、低速で注入されて、キャビティ５１６を満たすことができる。ＵＶ樹脂
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を使用する実施形態では、上方成型ブロック５０６および下方成型ブロック５０８は、Ｕ
Ｖ光でＵＶ樹脂を硬化させられるように透明な材料で作られ得る。ＵＶ樹脂が微小成型キ
ャビティ５１６内に注入されると、ＵＶ樹脂は、微小先端部の尾部４６４の上、かつ尾部
より上に位置する流体ラインの下で、逃げ（wick）／上に流れ（flow up）始めることが
できる。いったん樹脂が流体ラインに流れ込むと、樹脂は、ＵＶ光で照らされて、樹脂を
適所で「凝固させ」、過剰に逃げ／流れるのを防ぐことができる（そして、尾部４６４お
よび尾部の先端部上の入口穴を完全には封入しない）。材料が硬化した後、成型ブロック
５０６、５０８は、分離されてよく、ＣＥＤ装置４００は、成型システム５００から取り
外され得る。
【００７０】
　上述したシステムおよび方法は、本開示の範囲から逸脱せずに、いくつかの方法で変更
され得ることが、認識されるであろう。例えば、成型プロセスは、流体ラインを連結する
ためだけに使用されてもよく、弾丸状ノーズ部分は、流体接続がいったん行われたら異な
るプロセスを使用して形成されてもよい。また、流体ラインの結合が形成されるメカニズ
ムとして、本明細書では逃げ（wicking）を説明したが、これらの結合は、充填圧力、タ
イミング、および他の成型変数により制御されてもよいことが、認識されるであろう。弾
丸状ノーズは、微小先端部上に直接オーバーモールドされ得る。例示的な微小先端部およ
び例示的なカテーテル本体が図示されたが、本明細書に開示する微小成型方法および装置
が、さまざまな先端部および／またはカテーテルのうちのいずれかと共に使用され得るこ
とが、認識されるであろう。
【００７１】
　ＣＥＤ装置４００を製造し、かつ／または組み立てる代替的なシステムおよび方法が、
図１６～図２１に示される。図１６～図１９に示すように、弾丸状ノーズおよび１つまた
は複数のシースもしくはオーバーチューブが、成型部４７０を作るために、以下に記載す
るようなオーバーモールドプロセスを用いて別々に組み立てられ得る。システム４００を
組み立てるために、微小先端部４１２の近位脚部４６４が、（例えば、外側カテーテルハ
ウジング内部に配されたそれぞれの裏打ちに各脚部を挿入することによって）カテーテル
本体４４６の遠位端部に挿入される。次に、流動性材料（例えば、ＵＶ硬化性接着剤など
の接着剤）が、脚部４６４に塗布されて、各脚部の流体チャネルを、カテーテル本体４４
６の、対応する流体ラインに結合させることができる。成型部４７０は、次に、微小先端
部４１２の遠位端部の上をスライドすることができ、微小先端部の中央本体部分４６２は
、成型部の中空内部に配され、微小先端部の先端部分４６６は、成型部を通って延び、か
つその遠位端部から突出する。
【００７２】
　成型部４７０は、肩部を含んでよく、肩部は、カテーテル本体４４６の遠位先端部に形
成されたメス型皿穴４７４内に噛み合う、近位オス型部分４７２を画定している。あるい
は、カテーテル本体４４６が、オス型部分を画定してよく、成型部４７０は、メス型皿穴
を含むことができる。ねじ式インターフェース、スナップ嵌めインターフェース、キーと
スロットのインターフェース、または、成型部とカテーテル本体との間の整列および／ま
たは重なり合いをもたらす、任意の他のインターロックインターフェースなど、カテーテ
ル本体４４６を成型部４７０に噛み合わせる他の方法を使用してよいことも認識されるで
あろう。いくつかの実施形態では、皿穴４７４は、セラミックのカテーテル本体４４６の
遠位端部内に凹部を機械加工することによって、形成され得る。次に、カテーテルの内側
裏打ちは、セラミックの外側ハウジングに挿入されてよく、内側裏打ちの末端部は、皿穴
４７４の底と同じ高さである。成型部４７０は、流動性材料（例えば、ＵＶ接着剤）を用
いてカテーテル本体４４６に取り付けられてよく、この流動性材料は、構成要素を組み立
てる前に皿穴４７４および／またはオス型部分４７２に塗布されてよく、あるいは、構成
要素が組み立てられるか、もしくは乾燥嵌合された（dry fit）後で、成型部の側壁に形
成された１つまたは複数の開口部４７６を通じて塗布されてよい。流動性材料は、流体ラ
イン間にシールを形成するため、およびＣＥＤ装置４００の構成要素を互いに対して固定
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するために、硬化することができる。
【００７３】
　弾丸状ノーズを形成し、弾丸状ノーズを１つまたは複数のオーバーチューブに連結して
成型部４７０を形成するための、例示的なオーバーモールドシステム６００が、図２０に
示される。モールドシステム６００は、上方プレート６０２および下方プレート６０４を
含み、これらのプレートは、１つまたは複数のオーバーチューブを挟み、共に、弾丸状ノ
ーズと反対の凹凸を持つものを画定する。プレート６０２、６０４はまた、最終組み立て
中に、前述したように後から満たされ得る中空構造体として弾丸状ノーズを形成するため
のプラグを画定する。流動性材料は、１つまたは複数のオーバーチューブの上に中空の弾
丸状ノーズを形成するために、注射器またはポンプを用いてプレート６０２、６０４に形
成された注入ポート６０６を通じて注入され得る。いくつかの実施形態では、流動性材料
は、圧力下で注入される高温樹脂であり、硬化時に、オーバーチューブとの強いホールド
を形成する。オーバーチューブは、溶融石英の管を含む、さまざまな材料のうちのいずれ
かから形成され得る。
【００７４】
　例示的な成型部４７０の縮尺拡大図が、図２１において、代表的な寸法で図示されてい
る。本明細書に記載するノーズ部分および／またはシースのうちいずれかは、同じかまた
は同様の外形寸法に形成され得る。別段の指示がない限り、図２１に示す寸法は、インチ
で記載されている。
【００７５】
　図２２～図２３は、第１および第２の流体チャネルを有する、本明細書に記載するタイ
プのＣＥＤ装置を通じて、組織を模倣するように設計されたゲルに染料を注入することに
よって行われた、ゲル研究（gel study）の例示的な結果を示す。図２２に示すように、
５、１０、１２μＬ／分の流速（両方のチャネルを合わせた流速の合計）では、ほとんど
、またはまったく逆流は生じていない。図２３に示すように、５μＬ／分の流速は、時間
と共に、染料の均一な分布を結果として生じ、逆流はほとんど、またはまったく起こらな
かった。
【００７６】
　図２４～図２９は、本明細書に記載したタイプのＣＥＤ装置を用いて複数の解剖学的構
造に注入が行われた、インビボのブタモデルを使用して行われた、動物研究の例示的な結
果を示している。ＣＥＤのための典型的な臨床的流速よりはるかに速い流速では、カテー
テルの進路に沿った逆流は、ほとんど、またはまったく観察されなかった。この研究によ
り、本明細書に開示するタイプのＣＥＤ装置を用いて小分子、中分子、および大分子を注
入する能力が示され、また、独立した流動チャネルの機能性が確認された。数時間の急な
注入（multi-hour acute infusion）の間、気泡の妨害または導入は生じなかった。装置
は、磁気共鳴画像法および他の定位外科処置と適合性があることが分かった。漏れ、付着
の破損、または他のカテーテルの問題は、観察されなかった。
【００７７】
　図２４に示すように、ブタの脳に挿入されると、セラミックのカテーテル本体、および
弾丸状ノーズは、磁気共鳴（ＭＲ）画像では、黒い太線に見える。注入されたガドリニウ
ム（Ｇｄ）は、ＭＲ画像では、明るい雲（bright cloud）に見える。微小先端部は、その
サイズが小さいため、ＭＲ画像で容易に見ることができない。
【００７８】
　図２５は、１、３、５、１０、２０μＬ／分の流速でブタの脳の白質にガドリニウムを
注入したところを示す、一連のＭＲ画像を例示している。図示のとおり、セラミックのカ
テーテルシャフトの進路に沿って、注入液の逆流は生じていない。注入による雲（infusi
on cloud）が大きくなりすぎると、注入液は、カテーテルの進路に沿って逆流するのでは
なく、周囲の解剖学的構造の中にあふれてしまい、システムが逆流を低減または防止する
能力が強調されている。最大で２０μＬ／分の流速が示されているが、３０μＬ／分以上
の流速でも同様の結果が得られると予測される。このような速い流速は、被験体の脳がガ
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ドリニウムでいっぱいになってしまったため、動物研究中に試験することはできなかった
。
【００７９】
　図２６は、１、３、５、１０、２０μＬ／分の流速でブタの脳の視床にガドリニウムを
注入したところを示す、一連のＭＲ画像を例示している。図示のとおり、セラミックのカ
テーテルシャフトの進路に沿って、注入液の逆流は生じていない。約２０μＬ／分では弾
丸状ノーズを横切ってわずかな逆流があるが、これは、典型的な臨床的ＣＥＤ流速（概ね
約５μＬ／分）より著しく速い流速である。
【００８０】
　図２７は、１、２、５、１０、１５μＬ／分の流速でブタの脳の被殻にガドリニウムを
注入したところを示す、一連のＭＲ画像を例示している。注入液が傾斜を付けた注入（ra
mped infusion）の間中、球形のままであったため、図示のとおり、セラミックのカテー
テルシャフトの進路に沿って、注入液の逆流は生じていない。
【００８１】
　前述した逆流の研究により、速い流速（最大で、白質では２０μＬ／分、視床では５～
２０μＬ／分、被殻では５～１５μＬ／分）でカテーテルシャフトに沿った逆流は最小で
あることが示された。これらの流速は、典型的な臨床的ＣＥＤ流速（例えば、約５μＬ／
分）よりはるかに速い。本明細書に含まれるＭＲ画像に基づくだけでなく、注入の３Ｄ分
析を用いて、逆流が生じたかどうかの判断が行われた。さまざまな解剖学的構造において
行われた合計１１回の注入において、逆流が観察されたものはなかった。
【００８２】
　図２８は、１、９、１６、２４、５０分の注入期間の後、５μＬ／分の流速でブタの脳
の白質にガドリニウムを注入したところを示す、一連のＭＲ画像を例示している。下段の
組の画像は、分布の重なりを含んでいる。図示のとおり、長時間の注入であっても、また
、大量の注入液が送達された場合に、逆流のない均一な分布が観察される。ブタの脳の視
床および被殻に注入した場合にも、同様の結果が観察された。
【００８３】
　図２９は、本明細書に記載するタイプのＣＥＤ装置が、第１の流体チャネルを通じてガ
ルブミン（galbumin）（ユーロピウムが混ざった、ガドリニウム標識アルブミン）を、ま
た第２の流体チャネルを通じてＩＶＩＳ染料を、同時に注入するのに使用された場合の、
ブタの脳の視床のＭＲ画像およびインビボ撮像システム（ＩＶＩＳ）画像を示す。図示の
とおり、２つの異なる注入液が、２つの独立したチャネルから、首尾よく注入された。２
つの注入液の均一な分布は、所望のとおりに先端部出口で混合されたことを示している。
くも膜下の漏れの形跡は観察されなかった。このことは、システムを使用して、Ｇｄトレ
ーサーおよび薬剤もしくは他の分子を送達すると共に、薬剤もしくは他の分子の分布を観
察するためにＭＲ下でＧｄトレーサーを観察できることを示している。
【００８４】
　図３０～図３１は、本明細書に記載するタイプのＣＥＤ装置で取った測定値と、従来の
０．３ｍｍカテーテルの模擬測定値との比較を示している。図３０に示すように、本明細
書に記載するタイプのＣＥＤ装置では、従来の０．３ｍｍカテーテルと比べて、白質内の
注入されたコロイド状Ｇｄの濃度がより均一になっている。図３１に示すように、本明細
書に記載するタイプのＣＥＤ装置を用いた場合、白質組織の細胞外拡張が、弾丸状ノーズ
およびチューブの段により、先端部エリアに制限されており、これにより、カテーテルの
進路に沿った逆流を防ぐ。一方、従来の０．３ｍｍカテーテルでは、注入圧力により、カ
テーテルの進路に沿って生じる細胞外拡張が増大し、逆流が結果として起こる。
【００８５】
　前述した注入研究は、カテーテルの進路に沿った逆流なしで、白質および視床内に１５
０μＬの注入液が送達され得たことを示した。この研究は、組織内の注入液分布の濃度プ
ロファイルが、実質内薬剤送達の典型的な範囲内であったことも示した。コロイド状Ｇｄ
（３０～５０ｎｍの大分子）の注入がうまくいったことも、証明された。
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【００８６】
　図３２～図３６は、本明細書に開示するカテーテルまたはＣＥＤ装置のうち任意のもの
と共に使用され得る、送達および／またはモニタリングシステム７００の例示的な実施形
態を示している。図示のとおり、システム７００は、皮膚横断（crosscutaneous）または
経皮的アクセス装置７０２と、トランクライン７０４と、マニホールド７０６と、１つま
たは複数のブランチライン７０８と、１つまたは複数のフィルタ７１０と、頭蓋アンカー
７１２と、１つまたは複数の微小流体カテーテルまたはＣＥＤ装置７１４（図３６に図示
）と、を含むことができる。システム７００は、カテーテル７１４が患者の脳、脊柱、ま
たは他の標的領域内に延び、かつアクセス装置７０２が少なくとも部分的に皮膚を通って
延びている状態で、患者の皮膚７１６の下に長期間植え込まれるよう構成される。使用時
に、薬剤または他の治療薬を含有する流体が、アクセス装置７０２の露出部分を通って供
給され、例えば対流強化送達によって、患者の標的部位まで送達され得る。さらに、電気
接続が、アクセス装置７０２を通じて行われて、カテーテル７１４の１つまたは複数の電
極にエネルギーを加えるか、または、カテーテル７１４の１つまたは複数のセンサーから
センサー情報を読み取ることができる。
【００８７】
　図３５にさらに詳細に図示するように、アクセス装置７０２は、トランクライン７０４
の１つまたは複数の流体内腔と、１つまたは複数の体外の流体内腔、流体源、ポンプ、フ
ィルタなどとの間の流体連通を促進するように構成される。アクセス装置７０２は、バイ
オフィードバックおよび送達アクセス装置であってよい。例示された実施形態では、アク
セス装置７０２は、８個のメス型ポート７２０を含み、これらのメス型ポートを通って、
流体が、トランクライン７０４を通って延びる８個の独立した内腔へと供給され得る。ア
クセス装置７０２は、生体外導電体を植え込まれたリード線（例えば、センサーもしくは
電極のリード線）に連結するために、電気接続部（例えば、ピン、レセプタクル、接点等
）７２２を含むこともできる。アクセス装置７０２は、図示のように患者の耳のすぐ後ろ
に、または患者の皮膚の任意の他の場所に、位置付けられ得る。アクセス装置７０２は、
感染症のリスクを低減し、システム７００の長期間の実行可能性を改善するために、さま
ざまな特徴部を含み得る。例えば、アクセス装置７０２は、周辺の皮膚との、より良好な
シールを形成するため、組織の内方成長を促進する、表面特徴部を含み得る。アクセス装
置７０２は、抗菌剤でコーティングされることもできる。
【００８８】
　再び図３２を参照すると、トランクライン７０４は、アクセス装置７０２からマニホー
ルド７０６まで延びることができる。トランクライン７０４は、その中を通って延びる、
任意の数の独立した流体内腔（例えば、１個、２個、４個、８個、１６個など）を含み得
る。例示された実施形態では、トランクラインは、８個の独立した流体内腔を含む。トラ
ンクライン７０４は、１つまたは複数の導電体７２４も含んでよく、この導電体７２４は
、トランクラインの外部に連結されているか、トランクラインの内側内腔の中に配されて
いるか、または、トランクラインの壁に埋め込まれている。導電体７２４は、アクセス装
置７０２に、また、下流の構成要素に連結されて、アクセス装置とカテーテル７１４の１
つまたは複数のセンサーもしくは電極との間に導電路を提供することができる。トランク
ライン７０４は、流体内腔および導電体の双方を含むので、これは、二重連通ライン（du
al-communicating line）と考えることができる。
【００８９】
　図３３にさらに詳細に示されているマニホールド７０６は、少なくとも１つの入力ポー
トと、複数の出力ポートと、を含み、トランクライン７０４を通って延びる流体内腔を、
１つまたは複数のブランチライン７０８を通って延びる流体内腔へとルート決めするよう
に構成されている。例示された実施形態では、マニホールド７０６は、トランクライン７
０４の８個の流体内腔を、２つのブランチライン７０８それぞれにおける４つの内腔に分
割する。マニホールド７０６は、トランクラインの導電体７２４を、ブランチライン７０
８の対応する導電体７２４へとルート決めすることもできる。マニホールド７０６の、薄
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型で曲線の付いた形状は、有利なことに、長期植え込み中に、組織刺激および患者の不快
感を軽減することができる。マニホールド７０６は、例えば、骨ねじまたはアンカーを使
用して、患者の頭蓋７１８にしっかりと据え付けられることができる。
【００９０】
　ブランチライン７０８は、空気、気体、細菌、および／または微粒子を、このような汚
染物質が患者の脳または他の標的の治療部位に入る前に、システム７００を通る流体から
除去するように構成された、インラインフィルタまたはバイオフィルタ７１０を含み得る
。ブランチライン７０８およびフィルタ７１０は、アクセス装置７０２とカテーテル７１
４の１つまたは複数のセンサーもしくは電極との間の導電路を完成させるために、導電体
７２４も含み得る。
【００９１】
　図３４に示すように、フィルタ７１０から延びるブランチライン７０８は、頭蓋アンカ
ーまたは穿頭孔アダプタ７１２に固定されてよく、頭蓋アンカーまたは穿頭孔アダプタ７
１２は、（例えば、骨ねじまたはアンカーを使用して）患者の頭蓋７１８にしっかりと据
え付けられ得る。頭蓋アンカー７１２は、患者の頭蓋に形成された第１および第２の穿頭
孔の上に配されてよく、これを通って、ブランチライン７０８に連結された微小流体カテ
ーテルまたはＣＥＤ装置７１４が、（例えば、患者の脳内の）標的の治療部位の中まで延
びることができる。いくつかの実施形態では、複数のカテーテル７１４は、頭蓋アンカー
７１２から、単一の穿頭孔を通って延びることができる。マニホールド７０６と同様に、
頭蓋アンカー７１２の、薄型で、人間工学的に効率がよく、フォームファクターが小さく
、曲線の付いた形状は、有利なことに、長期植え込み中に、組織刺激および患者の不快感
を軽減し、システム７００全体を概して低侵入的にすることができる。頭蓋アンカー７１
２はまた、アクセス装置７０２とカテーテル７１４の１つまたは複数のセンサーもしくは
電極との間の導電路を完成させるために導電体を含むこともできる。あるいは、カテーテ
ル７１４の導電体は、ブランチライン７０８の導電体７２４に直接連結されることができ
る。
【００９２】
　各ブランチライン７０８は、例示された実施形態では４つの独立した流体内腔を含むが
、一対の微小流体カテーテル７１４に連結され得る。カテーテル７１４はそれぞれ、第１
および第２の別々の流体チャネルを含み得る。前述したタイプの微小加工されたカテーテ
ルもしくはＣＥＤ装置であってよい、カテーテル７１４の寸法を考えれば、複数のカテー
テルを単一の穿頭孔に通して挿入することが可能であると、認識されよう。これにより、
望ましくは、所望の治療を行うために形成しなければならない穿頭孔の数を減らすことが
できる。図３６に示すように、カテーテル７１４は、カテーテルの流体チャネルに形成さ
れる１つまたは複数の流体出口ポートが、患者内の標的の治療部位に近接して配されるよ
うに、位置付けられ得る。トランクライン７０４、ブランチライン７０８、およびカテー
テル７１４が、任意の数の流体内腔もしくはチャネルを含み得ること、また、本明細書で
論じる特定の数が、単に例示的なものであることが認識されよう。
【００９３】
　さまざまなカテーテルのいずれも、前述したものを含め、システム７００と共に使用さ
れ得る。例えば、カテーテル７１４は、有利なことにカテーテルの外側に沿って注入液が
逆流するのを軽減し得る、弾丸状ノーズと、チューブ同士が重なった特徴部（tube-over-
tube features）と、を含み得る。
【００９４】
　さらなる一例として、図３７は、独立して、またはシステム７００と共に使用され得る
、例示的なカテーテル８００を示している。図示のとおり、カテーテル８００は、概して
、１つまたは複数の（例えば、第１および第２の）流体導管８０２と、細長い支持足場８
０４とを含んで、装置に構造的剛性を与え、標的組織への挿入を容易にする。流体導管８
０２は、支持足場８０４上に直接、または支持足場が連結される中間基板（不図示）上に
形成され得る。組織の貫通および通り抜けを助けるために、支持足場８０４の遠位端部お
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よび／または基板は、テーパー状であり、尖っており、かつ／または鋭利にされていてよ
い。いくつかの実施形態では、支持足場８０４および／または基板は、組織に外傷を引き
起こさずに組織を通じた挿入を容易にするように、丸い非外傷性先端部を備えることがで
きる。
【００９５】
　支持足場８０４は、剛性または半剛性であってよく、分解可能な熱可塑性ポリマー、例
えば、分解可能な熱可塑性ポリエステル、または分解可能な熱可塑性ポリカーボネート、
から形成され得る。いくつかの実施形態では、支持足場８０４は、ポリ（乳酸‐ｃｏ‐グ
リコール酸）（ＰＬＧＡ）から形成されてよく、標的組織内部で生分解するように構成さ
れ得る。これにより、有利なことに、いったんカテーテル８００が標的組織内部に位置付
けられたときに支持足場８０４を除去する必要をなくすことができ、これにより、カテー
テルの位置付けを妨害する可能性がなくなる。いくつかの実施形態では、足場８０４は、
標的組織内部で生分解することができ、可撓性であってよく、かつ標的組織の自然な動き
に適合し得る、１つまたは複数の流体導管８０２だけが残る。
【００９６】
　さまざまな他の材料のうちの任意のものが、当技術分野で知られるケイ素またはさまざ
まなセラミック、金属、およびプラスチックを含め、支持足場８０４を形成するのに使用
されることもできる。足場８０４は、約１００μｍ～約１０，０００μｍの幅を有してよ
く、また、標的組織に応じて（例えば、標的組織が位置する深さに応じて）変化する長さ
を有してよい。一実施形態では、足場８０４は、２ｃｍ～１５ｃｍの長さである。１つま
たは複数の流体内腔８０２は、パリレン組成物、シラスティック組成物、ポリウレタン組
成物、ポリアミド組成物、およびＰＴＦＥ組成物のうちの少なくとも１つを含む、さまざ
まな材料のうち任意のものから形成され得る。
【００９７】
　カテーテル８００は、カテーテルの周囲部または周辺部の周りに組織受容空間を形成す
るため、前述したタイプの外側シースまたはオーバーチューブ（over-tube）を、オプシ
ョンとして含むことができる。カテーテル８００は、前述したタイプの弾丸状ノーズを、
オプションとして含み得る。カテーテル８００は、参照により内容全体が本明細書に組み
込まれる、「MULTI-DIRECTIONAL MICROFLUIDIC DRUG DELIVERY DEVICE」の名称で２０１
２年８月１日に出願された米国特許出願公開第２０１３／００３５５６０号に開示された
微小加工方法を含む、さまざまな技術のいずれかを用いて、形成され得る。
【００９８】
　図３８に最もよく示されているように、カテーテル８００の近位端部は、穿頭孔アダプ
タまたは頭蓋アンカー８０６に直接連結され得る。例示された実施形態では、穿頭孔アダ
プタ８０６は、凹部８１０を備えた遠位向き表面８０８を含み、凹部８１０の中に、支持
足場８０４の近位端部が受容される。アダプタ８０６は、カテーテル８００の第１および
第２の流体内腔８０２に連結された、第１および第２の入口ポート８１２も含む。アダプ
タ８０６は、互いに対してほぼ垂直に向けられ得る、入口ポート８１２とカテーテル８０
０との間に、滑らかな流れの移行をもたらす。アダプタ８０６は、カテーテル８００（例
えば、カテーテルの上または中に配された、１つもしくは複数のセンサーまたは電極）と
システム７００の他の部分との間の接続部を提供する、導電体も含み得る。カテーテル８
００が図３２に示す頭蓋アンカー７１２と共に使用されてもよいことが、認識されるであ
ろう。
【００９９】
　図３９は、層状の構成またはサンドイッチ構成を含む、カテーテル９００の別の実施形
態を示す。カテーテル９００は、基板９１４および流体内腔９０２の両側に配された第１
の足場９０４Ａおよび第２の足場９０４Ｂを含むことを除いて、カテーテル８００と実質
的に同じである。いくつかの実施形態では、基板９１４は、省略されてよく、流体内腔９
０２は、上方足場９０４Ａおよび／または下方足場９０４Ｂと直接接触して配されること
ができる。流体内腔８０２は、支持足場９０４Ａ、９０４Ｂの遠位端部の向こう側に、距
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離Ｄだけ延びることができる。いくつかの実施形態では、この距離Ｄは、約０．１ｃｍ～
約１５ｃｍの範囲であってよい。足場９０４Ａ、９０４Ｂは、カテーテルのサンドイッチ
部分と遠位先端部との間に滑らかな移行部を画定するように、傾斜表面またはテーパー状
表面を含み得る。いくつかの実施形態では、弾丸状ノーズが、カテーテルのサンドイッチ
部分から遠位先端部までの移行部に、前述したように設けられてよい。
【０１００】
　カテーテル９００の近位端部が、図４０に示されている。図示のとおり、カテーテル９
００の基板９１４は、第１の脚部９１６および第２の脚部９１８を含んでよく、これらの
脚部に沿って、第１および第２の流体内腔９０２が延びている。流体内腔９０２は、１つ
または複数の流体入口ポートを有してよく、この流体入口ポートは、カテーテル９００が
流体入口ポートに連結されるとアダプタまたは頭蓋アンカー８０６、７１２の内部と流体
連通するように構成されている。図４１に示すように、足場９０４Ａ、９０４Ｂは、完全
に分解するように構成されてよく、基板９１４およびその上に配された１つまたは複数の
流体内腔９０２のみが後に残される。あるいは、図４２に示すように、基板９１４は省略
されてもよく、いったん足場が分解されると、後に残るのは、１つまたは複数の流体内腔
９０２である。さらに、基板９１４は、生分解するように構成されてもよく、足場９０４
Ａ、９０４Ｂおよび基板９１４は、植え込み後に、生体吸収されるか、または生分解して
、１つまたは複数の流体内腔９０２のみが残る。
【０１０１】
　前述のとおり、本明細書に開示されたカテーテルまたはＣＥＤ装置のいずれも、１つま
たは複数の電極またはセンサーを含み得る。電極は、標的組織に電気エネルギーを送達す
るため、例えば、標的組織を刺激するか、または標的組織を切除するために、使用され得
る。センサーは、患者の治療に関連する１つまたは複数のパラメータを測定するのに使用
され得る。センサーは、温度センサー、ｐＨセンサー、圧力センサー、酸素センサー、張
力センサー、問い合わせ可能センサー、グルタメートセンサー、イオン濃度センサー、二
酸化炭素センサー、ラクテートセンサー、神経伝達物質センサー、またはさまざまな他の
センサータイプのいずれかを含んでよく、また、制御回路にフィードバックを提供するこ
とができ、制御回路は、感知された１つまたは複数のパラメータに基づいて装置を通じて
流体または他の治療の送達を調節することができる。センサーの出力は、治療の決定など
を容易にするためのフィードバックを提供するため、例えば電子表示装置を用いて、使用
者に表示されることもできる。
【０１０２】
　図４３～図４４は、センサーおよび／または電極のアレイ１００２を含む、（例えば、
図７に関して前述したタイプの）カテーテル微小先端部１０００の例示的な実施形態を示
す。図示のとおり、微小先端部１０００は、概して基板１００４を含み、基板１００４は
、ケイ素を含む、さまざまな材料から形成され得る。基板１００４は、図示のように、正
方形もしくは矩形の断面を含む、さまざまな断面形状のいずれかを有し得る。１つまたは
複数の流体チャネル１００６は、基板１００４の中または上に形成され得る。流体チャネ
ル１００６は、パリレンおよびポリアミドを含む、さまざまな材料から形成され得る。図
示のような微小加工先端部の構造、操作、および製造に関するさらなる詳細は、参照によ
り内容全体が本明細書に組み込まれる、「MULTI-DIRECTIONAL MICROFLUIDIC DRUG DELIVE
RY DEVICE」の名称で２０１２年８月１日に出願された米国特許出願公開第２０１３／０
０３５５６０号で見ることができる。
【０１０３】
　センサー／電極アレイ１００２は、基板１００４に接着されるか、または別様に貼り付
けられ得る、テープまたはリボン１００８上に配され得る。アレイ１００２は、１つもし
くは複数のセンサーおよび／または１つもしくは複数の電極を含み得る。よって、アレイ
１００２は、ただ１つのセンサーを含んでよく、あるいは、ただ１つの電極を含んでもよ
い。例示された実施形態では、アレイは、８個のセンサーまたは電極１０１０を含む。各
センサーまたは電極１０１０は、リボン１００８の長さに沿って近位コネクタ１０１４ま
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で延びる、１つまたは複数の導電体１０１２を含み得る。近位コネクタ１０１４は、リボ
ン１００８の導電体１０１２を頭蓋アンカー７１２内の対応する導電体またはシステム７
００のブランチライン７０８に電気的に連結するように、サイズ決めされ、形成され、か
つ別様に構成されることができる。代わりに、または加えて、センサー／電極１０１０の
うちの１つまたは複数は、無線であってよく、通信および／または電力伝送を容易にする
ために無線アンテナを含み得る。いくつかの実施形態では、基板１００４に形成された流
体内腔１００６は、開いたチャネルであってよく、リボン１００８は、流体内腔の天井を
画定することができる。他の実施形態では、チャネル１００６は、包囲されていてよく、
リボン１００８は、包囲されたチャネルの上部の上に配されてよい。さらに他の実施形態
では、リボン１００８は省略されてよく、センサー／電極１０１０および付随する導電体
１０１２は、チャネル１００６もしくは基板１００４の上または中に直接形成され得る。
例えば、センサー／電極１０１０および導電体１０１２は、リソグラフィーまたは他の微
小加工プロセスを使用して、基板１００４上に印刷されるか、または別様に形成されるこ
とができる。
【０１０４】
　図４５に示すように、例示的なカテーテル１１００は、カテーテルの流体内腔１１０４
内部に直接配された、センサーおよび／または電極１１０２を含み得る。このような実施
形態では、カテーテル１１００を通る流体の流れは、センサー／電極１１０２の開存性を
維持するために使用され得る。例えば、カテーテル１１００は、センサー／電極１１０２
から閉塞物または残渣を除去するために、連続的に、断続的に、または定期的に、流体で
洗い流されることができる。これにより、有利には、例えば前述したシステム７００に関
連して、センサー／電極１１０２の長期使用または長続きする使用が可能となり得る。い
くつかの実施形態では、カテーテル１１００は、カテーテルのセンサーまたは電極を洗浄
するためだけに使用される１つまたは複数の専用の開存チャネルを含み得る。代わりに、
主要薬剤または流体送達チャネルは、その中に配されるセンサーまたは電極の開存性を維
持するためにも使用され得る。センサーまたは電極を洗い流すことは、連続的、断続的、
定期的にといった形で、行われ得る。
【０１０５】
　図４６～図４８は、専用のチャネル１２０６がセンサー／電極１２０２の導電体１２１
０を収容するために基板１２０８に形成されていることを除き、図４５に示すカテーテル
１１００と同様である、例示的なカテーテル１２００を示す。例示的な構造は、導電体１
２１０が流体チャネル１２０４とは別個にルートを決められているので、カテーテルの近
位端部において電気ラインおよび流体ラインのルーティングを、より容易にすることがで
きる。図４６で最もよく示されるように、カテーテルは、第１および第２の流体内腔１２
０４と第１の導電体チャネル１２０６とが形成された、基板１２０８を含む。第１の流体
内腔は、その遠位端部に９０°の曲がり角を作り、チャンバ１２１２を画定していて、こ
のチャンバ１２１２の中に、センサー／電極１２０２が配される。第１の導電体チャネル
１２０６は、流体内腔１２０４と平行に延び、チャンバ１２１２と交差して、センサーま
たは電極１２０２と連結している。図４７に示すように、微小先端部１２００の近位端部
は、上または中に流体内腔１２０４が形成されている、第１の脚部１２１４および第２の
脚部１２１６と、上または中に導電体チャネル１２０６が形成されている、第３の脚部１
２１８を含んでよい。やはり、これによって、電気接続および流体接続のルートを決める
のが、より容易になり得る。流体内腔１２０４および導電体チャネル１２０６は、基板１
２０８に形成されてよく、あるいは、基板の上部に別個の構造体として形成され得る。図
４８に示すように、基板の中に形成されると、リボンまたは蓋の層１２２０が、チャネル
１２０４、１２０６の上部に形成されて、チャネルを閉じることができる。代わりに、リ
ボンは省略されてもよく、チャネルは包囲された構造体として形成されてもよい。
【０１０６】
　システム７００は、前述したように、さまざまな状態、疾患などのいずれかを治療する
のに使用され得る。さらに、システム７００は、患者の治療に関連する１つまたは複数の
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パラメータを長期間モニタリングするのに使用され得る。
【０１０７】
　例示的な方法では、薬剤含有流体が、アクセス装置７０２を通じて導入されてよく、患
者内部の標的治療部位までシステム７００の内腔を通じて流れることができる。各流体内
腔は、異なる薬剤または薬剤の組み合わせを運ぶことができるか、あるいは、流体内腔が
すべて、同じ薬剤または薬剤の組み合わせを送達することができる。システム７００は、
流体送達が数日間、数週間、数カ月間、数年間といった期間にわたり行われ得るように、
長期間植え込まれたままであってよい。
【０１０８】
　別の例示的な方法では、電気エネルギーが、アクセス装置７０２を通じて送達または導
入されてよく、また、患者内の標的治療部位までエネルギーを送るために、システム７０
０の導電体を通じて１つまたは複数の電極まで流れることができる。１つのカテーテルを
使用して、同時に、または連続して、流体を送り、エネルギーを送ることができる。さら
に、第１のカテーテルを使用してエネルギーを送達してよく、第２のカテーテルを使用し
て流体を送達することができ、これは同時または連続して行われる。第１および第２のカ
テーテルは、患者内で実質的に同じ場所に置かれる（co-located）ことができ、あるいは
患者のまったく異なる領域（例えば、患者の脳の異なる領域）に配されることができる。
システム７００は、エネルギー送達および／または流体送達が数日間、数週間、数カ月間
、数年間などの期間にわたり生じ得るように、長期間植え込まれたままであってよい。
【０１０９】
　別の例示的な方法では、１つまたは複数のセンサーで測定したデータは、システムの導
電体により、アクセス装置７０２および取り付けられたコントローラに、または、そのコ
ントローラに通信する内部もしくは外部無線アンテナに、送られることができる。センサ
ーのデータは、患者の治療に関連するパラメータを含め、さまざまなパラメータをモニタ
リングするのに使用され得る。１つのカテーテルが、同時に、または連続的に、モニタリ
ングと流体送達を行うために、使用され得る。さらに、第１のカテーテルを使用してモニ
タリングを行ってよく、第２のカテーテルを使用して流体を送達することができ、これら
は同時であっても連続的であってもよい。第１および第２のカテーテルのいずれかまたは
両方、またはオプションとして第３のカテーテルを使用して、患者にエネルギーを送るこ
とができる。第１および第２のカテーテルは、患者内部で実質的に同じ場所に置かれてよ
く、あるいは、患者のまったく異なる領域（例えば、患者の脳の異なる領域）に配されて
もよい。この方法は、例えばカテーテルの流体内腔に配されるセンサー全体に流体を流す
ことにより、モニタリングに使用される１つまたは複数のセンサーの開存性を、連続して
、断続的に、または定期的に維持することを含み得る。いくつかの実施形態では、前述し
たように、流体またはエネルギー送達は、センサーのモニタリングと同時に行われてよく
、流体またはエネルギー送達の量、頻度等は、測定したセンサーデータに基づいて制御さ
れ得る。いくつかの実施形態では、この方法は、患者の第１の場所に配された第１のカテ
ーテルから治療薬を送達することと、第１の場所からある距離だけ離れた、患者の第２の
場所に配された第２のカテーテルを用いてモニタリングすることと、を含み得る。このよ
うな実施形態では、モニタリングカテーテルは、患者の１つの領域での治療が、他の領域
にどのように影響を及ぼすのか感知するために使用され得る。例えば、注入液の移動、ウ
イルスベクターの拡散、神経刺激の影響などは、遠隔モニタリングカテーテルを用いて測
定され得る。システム７００は、モニタリングおよび／または流体送達が数日間、数週間
、数カ月間、数年間などの期間にわたり行われ得るように、長期間植え込まれたままであ
ってよい。
【０１１０】
　別の例示的な方法では、植え込まれたマイクロカテーテルの挿入足場は、生分解するこ
とができ、１つまたは複数の流体チャネルのみが残る。流体は、前述したシステム７００
を用いて、１つまたは複数の流体チャネルにより送達され得る。システム７００は、流体
送達が数日間、数週間、数カ月間、数年間などの期間にわたり行われ得るように、長期間
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植え込まれたままであってよい。
【０１１１】
　別の例示的な方法では、組織は生検を行われてよく、あるいは、他の物質が、システム
７００の流体ラインを通じて吸引されることができる。例えば、真空ポンプを、アクセス
装置７０２に連結して、カテーテルの遠位端部に隣接した治療部位から、組織、流体等を
吸引することができる。この方法は、第１のカテーテルを通じて流体を注入すると同時に
、第２のカテーテルから流体または組織を吸引することを含み得る。
【０１１２】
　本明細書に開示した装置は、さまざまな技術のいずれかを用いて製造され得る。例えば
、装置は、複数本の管を互いに重ねて組み立てることにより、複数本の管を微小機械加工
することにより、組織受容空間を収容する段もしくはノーズ特徴部を流体導管上に成型す
ることにより、または、リソグラフィー微小加工プロセスを用いて装置の１つまたは複数
の部分を基板上に構築することにより、製造され得る。
【０１１３】
　追加情報（例えば、ＣＥＤ方法および装置、ならびに関連する製造技術、例示的な微小
先端部、および例示的なカテーテル）が、以下の参考文献に開示されており、それらの文
献の内容全体が、参照により本明細書に組み込まれる：
　「MULTI-DIRECTIONAL MICROFLUIDIC DRUG DELIVERY DEVICE」の名称で、２０１２年８
月１日に出願された米国特許出願公開第２０１３／００３５５６０号；
　「MICROFLUIDIC DRUG DELIVERY DEVICES WITH VENTURI EFFECT」の名称で、２０１２年
８月１日に出願された米国特許出願公開第２０１３／００３５５７４号；
　「MULTIDIRECTIONAL MICROFLUIDIC DRUG DELIVERY DEVICES WITH CONFORMABLE BALLOON
S」の名称で、２０１２年８月１日に出願された米国特許出願公開第２０１３／００３５
６６０号；
　「METHODS AND DEVICES FOR PROTECTING CATHETER TIPS AND STEREOTACTIC FIXTURES F
OR MICRO CATHETERS」の名称で、２０１４年６月１７日に出願された米国特許出願第１４
／３０６，９２５号；
　「SYSTEMS AND METHODS FOR REDUCING OR PREVENTING BACKFLOW IN A DELIVERY SYSTEM
」の名称で、２０１３年１２月１８日に出願された米国特許出願公開第２０１４／０１７
１７６０号；
　「CONVECTION ENHANCED DELIVERY APPARATUS, METHOD, AND APPLICATION」の名称で、
２００９年７月３１日に出願された米国特許出願公開第２０１０／００９８７６７号；
　「ULTRASOUND-ASSISTED CONVECTION ENHANCED DELIVERY OF COMPOUNDS IN VIVO WITH A
 TRANSDUCER CANNULA ASSEMBLY」の名称で、２０１２年１１月７日に出願された米国特許
出願公開第２０１３／００４６２３０号。
【０１１４】
　本発明は特定の実施形態を参照して説明されてきたが、説明された発明の概念の趣旨お
よび範囲内で、多くの変更を行い得ることを理解されたい。したがって、本発明は、記載
した実施形態に制限されず、請求項の文言により定められるすべての範囲を有することが
意図されている。
【０１１５】
〔実施の態様〕
（１）　植え込み可能な送達システムにおいて、
　経皮的アクセス装置であって、前記経皮的アクセス装置を通じて、薬剤含有流体が送達
され得る、経皮的アクセス装置と、
　複数の独立した流体内腔が内部を通って延びているトランクラインであって、前記複数
の流体内腔は、前記アクセス装置に形成された対応する複数のポートと流体連通している
、トランクラインと、
　前記トランクラインの前記複数の流体内腔を複数のブランチラインの中へとルート決め
するように構成されたマニホールドであって、各ブランチラインは、その中に配された１
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つまたは複数の対応する流体内腔を含む、マニホールドと、
　患者の頭蓋に固定されるように構成された頭蓋アンカーであって、前記患者の脳内に延
びるように構成された対応する微小流体カテーテルに前記ブランチラインを連結するよう
に構成されている、頭蓋アンカーと、
　を含む、システム。
（２）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記ブランチライン内に配され、前記ブランチラインを通って流れる流体から、空気、
気体、細菌、または微粒子を除去するように構成されている、１つまたは複数のインライ
ンフィルタをさらに含む、システム。
（３）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記トランクライン、マニホールド、ブランチライン、および頭蓋アンカーは、患者の
皮膚の下に長期間植え込まれるように構成されている、システム。
（４）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記アクセス装置は、生体外導電体を、植え込まれた導電体に連結するための、１つま
たは複数の電気接続部を含む、システム。
（５）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記トランクライン、前記マニホールド、前記ブランチラインのうちの少なくとも１つ
、前記頭蓋アンカー、および前記カテーテルのうちの少なくとも１つは、前記アクセス装
置と、前記少なくとも１つのカテーテルのセンサーまたは電極との間に電気経路を提供す
るように構成された導電体を含む、システム。
【０１１６】
（６）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記頭蓋アンカーは、前記患者の頭蓋に形成された第１および第２の穿頭孔の上に配さ
れることができ、前記頭蓋アンカーに連結された第１のカテーテルが、前記第１の穿頭孔
を通って延び、前記頭蓋アンカーに連結された第２のカテーテルが、前記第２の穿頭孔を
通って延びている、システム。
（７）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記頭蓋アンカーは、第１の穿頭孔の上に配されることができ、前記頭蓋アンカーに連
結された第１および第２のカテーテルが、前記第１の穿頭孔を通って延びている、システ
ム。
（８）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記カテーテルのうちの少なくとも１つは、その遠位端部に、センサーのアレイを含む
、システム。
（９）　実施態様８に記載のシステムにおいて、
　前記センサーのアレイは、前記カテーテルの基板上に印刷されている、システム。
（１０）　実施態様８に記載のシステムにおいて、
　前記センサーのアレイは、前記カテーテルに貼り付けられたリボン上に形成されている
、システム。
【０１１７】
（１１）　実施態様８に記載のシステムにおいて、
　前記センサーのアレイは、少なくとも１つの電極を含む、システム。
（１２）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記カテーテルのうちの少なくとも１つは、センサーを含む、システム。
（１３）　実施態様１２に記載のシステムにおいて、
　前記センサーは、問い合わせ可能センサー、圧力センサー、グルタメートセンサー、ｐ
Ｈセンサー、温度センサー、イオン濃度センサー、二酸化炭素センサー、酸素センサー、
神経伝達物質センサー、およびラクテートセンサーのうちの少なくとも１つを含む、シス
テム。
（１４）　実施態様１２に記載のシステムにおいて、
　前記センサーは、前記少なくとも１つのカテーテルの出口ポートに隣接して、前記少な
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くとも１つのカテーテルの流体内腔内に配され、前記出口ポートを通って流れる流体が、
前記センサーの上を洗浄する、システム。
（１５）　実施態様１２に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つのカテーテルは、少なくとも１つの薬剤送達チャネルおよび専用の
開存チャネルを含み、前記専用の開存チャネルを通って、流体が前記センサーを洗浄する
ように向けられ得る、システム。
【０１１８】
（１６）　実施態様１２に記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つのカテーテルは、専用の導電体チャネルを含み、前記センサーに連
結された導電体が、前記専用の導電体チャネルを通って延び、前記導電体チャネルは、前
記少なくとも１つのカテーテルの流体送達チャネルとは別個である、システム。
（１７）　実施態様１６に記載のシステムにおいて、
　前記流体送達チャネルおよび前記導電体チャネルは、前記センサーが配されたチャンバ
において交差する、システム。
（１８）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記カテーテルのうちの少なくとも１つは、生分解性足場を含み、前記生分解性足場上
に１つまたは複数の流体チャネルが形成されている、システム。
（１９）　実施態様１８に記載のシステムにおいて、
　前記足場は、患者に植え込まれた後で生分解するように構成され、前記１つまたは複数
の流体チャネルのみが後に残る、システム。
（２０）　実施態様１８に記載のシステムにおいて、
　前記足場は、前記少なくとも１つのカテーテルの近位端部まで延びており、前記頭蓋ア
ンカーに連結されている、システム。
【０１１９】
（２１）　実施態様１８に記載のシステムにおいて、
　前記足場は、上層および下層を含み、
　前記１つまたは複数の流体チャネルは、前記足場の前記上層と前記下層との間に挟まれ
ている、システム。
（２２）　実施態様１に記載のシステムにおいて、
　前記カテーテルのうちの少なくとも１つは、
　近位部分、中央部分、遠位部分、ならびに前記近位部分、中央部分、および遠位部分に
沿って延びる少なくとも１つの流体チャネルを有する微小先端部であって、前記少なくと
も１つの流体チャネルは、その遠位端部に出口ポートを有し、その近位端部に入口ポート
を有する、微小先端部と、
　前記微小先端部の前記遠位部分上に同軸に配された第１の外側シースであって、前記微
小先端部の前記遠位部分は、前記第１の外側シースの遠位端部から突出している、第１の
外側シースと、
　前記微小先端部の外表面と、前記第１の外側シースの前記遠位端部の内表面との間に画
定された第１の組織受容空間と、
　前記微小先端部から近位に延びるカテーテル本体であって、前記微小先端部の前記少な
くとも１つの流体チャネルは、前記カテーテル本体のそれぞれの内側内腔と流体連通して
いる、カテーテル本体と、
　前記微小先端部の少なくとも前記中央部分の上に配され、前記第１の外側シースと前記
カテーテル本体との間に延びる、ノーズ部分であって、前記ノーズ部分は、前記第１の外
側シースの外径に対応する遠位小径から、前記カテーテル本体の外径に対応する近位拡径
へとテーパー状になる外表面を画定する、ノーズ部分と、
　を含む、システム。
（２３）　治療方法において、
　患者の脳の第１の場所に第１のカテーテルを植え込むことと、
　前記患者の脳の第２の場所に第２のカテーテルを植え込むことと、
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　前記第１および第２のカテーテルが連結されている頭蓋アンカーを、前記患者の頭蓋に
取り付けることと、
　前記第１および第２のカテーテルに少なくとも１つのラインを連結し、前記少なくとも
１つのラインを前記患者の皮膚の下にルート決めして、前記少なくとも１つのラインを皮
膚横断アクセス装置に連結することであって、前記少なくとも１つのラインは、少なくと
も１つの流体内腔および少なくとも１つの導電体を含む、ことと、
　前記アクセス装置、前記少なくとも１つの流体内腔、ならびに前記第１および第２のカ
テーテルのうちの少なくとも１つを通じて、前記患者の脳の中に流体を送達することと、
　を含む、方法。
（２４）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記アクセス装置および前記少なくとも１つの導電体により、前記第１および第２のカ
テーテルのうちの少なくとも１つに配された電極にエネルギーを送達することをさらに含
む、方法。
（２５）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１のカテーテルの流体内腔を通じて流体を送達し、前記第１のカテーテルの電極
を通じてエネルギーを送達することをさらに含む、方法。
【０１２０】
（２６）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１のカテーテルの流体内腔を通じて流体を送達し、前記第２のカテーテルの電極
を通じてエネルギーを送達することをさらに含む、方法。
（２７）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１または第２のカテーテルのうちの少なくとも１つに配されたセンサーの出力を
、前記少なくとも１つの導電体および前記アクセス装置を通じて通信することをさらに含
む、方法。
（２８）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１のカテーテルの流体内腔を通じて流体を送達し、前記第１のカテーテルのセン
サーを用いてパラメータをモニタリングすることをさらに含む、方法。
（２９）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１のカテーテルの流体内腔を通じて流体を送達し、前記第２のカテーテルのセン
サーを用いてパラメータをモニタリングすることをさらに含む、方法。
（３０）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１または第２のカテーテルに配されたセンサーの出力に基づいて、前記第１のカ
テーテルを介してエネルギーまたは流体の送達を調節することをさらに含む、方法。
【０１２１】
（３１）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１または第２のカテーテルに配されたセンサーの開存性を、前記センサーが配さ
れている流体出口ポートを通じて流体を流すことにより維持することをさらに含む、方法
。
（３２）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１のカテーテルに配されたセンサーの開存性を維持するために前記第１のカテー
テルの専用の開存チャネルを通じて流体を送達するとともに、前記第１のカテーテルの薬
剤送達チャネルを通じて薬剤含有流体を送達することをさらに含む、方法。
（３３）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第２のカテーテルに配されたセンサーを用いて、前記第１のカテーテルを通じて送
達された注入液の動きをモニタリングすること、
　前記第２のカテーテルに配されたセンサーを用いて、前記第１のカテーテルを通じて投
与されたウイルスベクターの拡散をモニタリングすること、
　前記第２のカテーテルに配されたセンサーを用いて、前記第１のカテーテルを介して加
えられた神経刺激の影響をモニタリングすること、
　のうちの少なくとも１つをさらに含む、方法。
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（３４）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１および第２のカテーテル、前記少なくとも１つのライン、ならびに前記アクセ
ス装置のうちの少なくとも１つを通じて組織を吸引することをさらに含む、方法。
（３５）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１および第２のカテーテルは、前記患者の頭蓋の１つの穿頭孔を通じて植え込ま
れる、方法。
【０１２２】
（３６）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１および第２のカテーテルは、前記頭蓋アンカーが上に配されている前記患者の
頭蓋の第１および第２の穿頭孔を通じて植え込まれる、方法。
（３７）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記少なくとも１つのラインは、マニホールドによってトランクラインに連結されたブ
ランチラインを含む、方法。
（３８）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記少なくとも１つのラインに配されたインラインフィルタを通じて流体をろ過するこ
とをさらに含む、方法。
（３９）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記流体を送達することは、対流強化送達により前記流体を送達することを含む、方法
。
（４０）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記流体を送達することは、数時間、数日間、数週間、数カ月間、または数年間の期間
にわたり患者の標的部位に前記流体を送達することを含む、方法。
【０１２３】
（４１）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１のカテーテルの支持足場を生分解させて、前記第１のカテーテルの流体導管の
みを残すことをさらに含む、方法。
（４２）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１のカテーテルの上方足場および下方足場を生分解させることをさらに含む、方
法。
（４３）　実施態様２３に記載の方法において、
　前記第１のカテーテルを植え込むことは、
　第１の外側シースが周りに配された流体導管を組織の中に前進させて、前記流体導管の
外表面と前記第１の外側シースの遠位端部の内表面との間に画定された第１の組織受容空
間内に組織を圧縮することと、
　正圧下で、前記流体導管を通じて、前記流体導管の遠位端部に隣接した前記組織の一部
の中に流体を送達することと、
　を含む、方法。
（４４）　実施態様４３に記載の方法において、
　前記流体導管を前進させることは、ノーズ部分を組織と接触させることを含み、前記ノ
ーズ部分は、前記第１の外側シースと近位カテーテル本体との間を延びていて、前記ノー
ズ部分は、前記第１の外側シースの外径に対応する遠位小径から前記カテーテル本体の外
径に対応する近位拡径へとテーパー状になる、方法。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】ＣＥＤ装置の１つの例示的な実施形態の斜視図である。
【図２】装置の長さ方向軸に垂直な平面で取った、図１の装置の断面図である。
【図３】図１の装置を含む流体送達システムの概略図である。
【図４】組織に挿入された図１の装置の概略図である。
【図５】ＣＥＤ装置の別の例示的な実施形態の斜視図である。
【図６Ａ】ＣＥＤ装置の別の例示的な実施形態の平面図である。
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【図６Ｂ】ＣＥＤ装置の別の例示的な実施形態の平面図である。
【図６Ｃ】ＣＥＤ装置の別の例示的な実施形態の平面図である。
【図７】ＣＥＤ装置の別の例示的な実施形態の斜視図である。
【図８】図７のＣＥＤ装置の別の斜視図である。
【図９】深さ停止部および先端部プロテクターを備えた、図７のＣＥＤ装置の斜視図であ
る。
【図１０】１本の延長チューブを備えた、図７のＣＥＤ装置の平面図である。
【図１１】図７のＣＥＤ装置の微小先端部の斜視図である。
【図１２】成型システムの例示的な実施形態の斜視図である。
【図１３】図１２の成型システムを用いて製造されている、図７のＣＥＤ装置の斜視図で
ある。
【図１４】図１２の成型システムを用いて製造されている、図７のＣＥＤ装置の上面図で
ある。
【図１５】図１２の成型システムを用いて製造されている、図７のＣＥＤ装置の別の斜視
図である。
【図１６】ＣＥＤ装置の別の例示的な実施形態の部分分解断面斜視図である。
【図１７】図１６のＣＥＤ装置の部分分解斜視図である。
【図１８】図１６のＣＥＤ装置の斜視図である。
【図１９】図１６のＣＥＤ装置のノーズ部分の成型充填時間のマップである。
【図２０】図１６のＣＥＤ装置のノーズ部分を形成するための成型システムの例示的な実
施形態の斜視図である。
【図２１】図１６のＣＥＤ装置のノーズ部分の例示的な実施形態の縮尺拡大図である。
【図２２】組織を模倣するように設計されたゲル内に、ＣＥＤ装置を用いて染料が注入さ
れたところを示す、一連の画像である。
【図２３】組織を模倣するように設計されたゲル内に、ＣＥＤ装置を用いて染料が注入さ
れたところを示す、別の一連の画像である。
【図２４】ＣＥＤ装置が挿入され、ガドリニウム染料（gadolinium dye）が注入された、
ブタの脳の磁気共鳴画像である。
【図２５】ＣＥＤ装置を用いて１、３、５、１０、２０μＬ／分の流速でブタの脳の白質
にガドリニウムが注入されたところを示す一連の磁気共鳴画像である。
【図２６】ＣＥＤ装置を用いて１、３、５、１０、２０μＬ／分の流速でブタの脳の視床
にガドリニウムが注入されたところを示す一連の磁気共鳴画像である。
【図２７】ＣＥＤ装置を用いて１、２、５、１０、１５μＬ／分の流速でブタの脳の被殻
にガドリニウムが注入されたところを示す一連の磁気共鳴画像である。
【図２８】１、９、１６、２４、５０分の注入時間後に、ＣＥＤ装置を用いて５μＬ／分
の流速でブタの脳の白質にガドリニウムが注入されたところを示す一連の磁気共鳴画像で
ある。
【図２９】ガルブミンおよびＩＶＩＳ染料を同時に注入するためにＣＥＤ装置が用いられ
た場合の、ブタの脳の視床の磁気共鳴画像およびインビボ撮像システム画像である。
【図３０】本明細書に記載したタイプのＣＥＤ装置を用いた注入液濃度と、従来のカテー
テルを用いた模擬注入液濃度との比較である。
【図３１】本明細書に記載したタイプのＣＥＤ装置を用いた組織拡大と、従来のカテーテ
ルを用いた模擬組織拡大との比較である。
【図３２】送達および／またはモニタリングシステムの斜視図である。
【図３３】図３２のシステムの一部分の斜視図である。
【図３４】図３２のシステムの別の部分の斜視図である。
【図３５】図３２のシステムの別の部分の斜視図である。
【図３６】図３２のシステムの別の部分の斜視図である。
【図３７】例示的なＣＥＤ装置および穿頭孔アダプタの斜視図である。
【図３８】図３７のＣＥＤ装置の近位端部および穿頭孔アダプタの斜視図である。
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【図３９】別の例示的なＣＥＤ装置の斜視図である。
【図４０】図３９のＣＥＤ装置の近位端部の斜視図である。
【図４１】支持足場が生物分解した後の、例示的なＣＥＤ装置の斜視図である。
【図４２】支持足場が生物分解した後の、別の例示的なＣＥＤ装置の斜視図である。
【図４３】センサーおよび／または電極のアレイを備えた例示的なＣＥＤ装置の斜視図で
ある。
【図４４】図４３のＣＥＤ装置の別の斜視図である。
【図４５】流体出口ポート内に配されたセンサーを備えるＣＥＤ装置の斜視図である。
【図４６】ＣＥＤ装置の斜視図であり、ＣＥＤ装置の専用の導電体チャネル、蓋部分が透
視図で示されている。
【図４７】図４６のＣＥＤ装置の別の斜視図である。
【図４８】図４６のＣＥＤ装置の別の斜視図である。
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