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(57)【要約】
空間的に画定したアレイで、患者の組織内に複数のカテ
ーテルを据え付けるように適合されたカテーテルアレイ
システムが提供され、該システムは、複数のカテーテル
と、カテーテルの据え付けを誘導するように適合させた
カテーテル誘導テンプレートと、加圧器およびマニホー
ルドを含む液体供給システムとを備える。本システムを
使用して、空間的に画定したアレイのカテーテルを据え
付けるステップを含む、患者の異常状態を治療する方法
も提供される。生物活性剤は、放射線治療剤、化学療法
剤、タンパク質、抗体、ｓｉＲＮＡのようなオリゴヌク
レオチドベースの治療剤、または薬剤を組み合わせたも
のとすることができる。例えば多形膠芽腫のような局所
進行性の腫瘍の治療では、放射線治療剤は、１２３Ｉ－
ＩＵＤＲまたは１２５Ｉ－ＩＵＤＲが好適である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
生物活性剤の液体溶液を患者の標的組織内に送達するためのカテーテルアレイシステムで
あって、
　各カテーテルが、直線または曲線の中空管を備え、該カテーテルを生体組織内に挿入し
、しばらくの間、前記組織内に残留させて、前記生物活性剤の前記溶液を前記管を通じて
前記組織内に送達するように適合された、複数の生体適合性カテーテルと、
　前記複数のカテーテルのそれぞれをテンプレートに隣接した組織内に設置するように誘
導して、前記組織内に空間的に画定されたカテーテルアレイを形成するように適合された
、カテーテル誘導テンプレートと、
　マニホールドを介して前記複数のカテーテルのそれぞれに液体を送達するように適合さ
れた、加圧液体供給システムと、
を備え、
　各カテーテルは、前記組織内への挿入のための遠位部分と、前記溶液が前記中空管の内
部から前記組織内へ通過することができる少なくとも１つのポートと、前記誘導テンプレ
ートによる前記組織内への挿入を目的として適合された中間部分と、前記加圧液体供給シ
ステムの前記マニホールドへの接続に適合された基部とを備え、
　前記カテーテル誘導テンプレートは、複数のカテーテル誘導案内面のチャネルを備え、
各誘導案内面のチャネルは、前記複数のカテーテルを挿入したときに、前記カテーテルが
、前記空間的に画定されたカテーテルアレイを前記組織内に形成するように、前記組織内
へ挿入するために前記チャネルを通じて１つ以上のカテーテルの運動を誘導するように適
合され、
　前記液体供給システムは、
　　前記液体溶液に圧力を印加するように適合された加圧器と、
　　前記液体が、各カテーテルの前記中空管を通過して前記組織内に入ることができるよ
う、前記液体を、加圧下で、前記複数のカテーテルのそれぞれの前記基部に送達するマニ
ホールドとを備える、
カテーテルアレイシステム。
【請求項２】
請求項１に記載のシステムでの使用に適合されたカテーテル。
【請求項３】
請求項１に記載のシステムでの使用に適合されたカテーテル誘導テンプレート。
【請求項４】
請求項１に記載のシステムでの使用に適合された液体供給システム。
【請求項５】
請求項１に記載のシステムでの使用に適合されたマニホールド。
【請求項６】
前記カテーテル誘導テンプレートは、生体適合性表面を備える、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項７】
請求項１に記載のシステムを使用して患者の生体組織内に据え付けられた、空間的に画定
されたカテーテルのアレイ。
【請求項８】
カテーテル誘導ワイヤをさらに備え、前記誘導ワイヤが、前記カテーテルの前記組織内へ
の挿入に対する剛性および強度を提供するように、各誘導ワイヤが、それぞれのカテーテ
ルの前記中空管内に嵌合するように適合される、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
各誘導ワイヤは、前記液体を前記カテーテルを通じて前記組織内に送達する前に、前記設
置されたカテーテルから続けて除去するように適合させることができる、請求項８に記載
のシステム。
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【請求項１０】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記組織内に配置された、並列または放射
状のカテーテルアレイを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２組のカテーテルを備え、１組
のカテーテルは並列アレイで前記組織を貫通し、第２組のカテーテルは第２の並列アレイ
で前記組織を貫通し、前記第１および第２の並列アレイは相互に並列ではない、請求項１
に記載のシステム。
【請求項１２】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２組のカテーテルを備え、１組
のカテーテルは、第２組のカテーテルが貫通するよりも長い距離まで、前記組織を貫通す
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２つのカテーテルを備え、各カ
テーテルは、各カテーテルに特有の距離まで前記組織を貫通する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１４】
前記カテーテル誘導テンプレートは、バルーンと可撓性の誘導案内面とを備え、膨張した
前記バルーンが前記誘導テンプレートを形成し、また、前記カテーテルの前記誘導案内面
を通じた前記組織内への挿入を誘導するように前記誘導案内面を位置決めして、前記空間
的に画定されたアレイを形成するように、前記バルーンは、前記誘導テンプレートを前記
組織上に配置した後に膨張するように適合される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
前記カテーテルアレイが前記誘導テンプレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む
前記組織内に設置することができるように、前記バルーンは、膨張して、前記空隙を略満
たすように適合される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
前記カテーテル誘導テンプレートは、可撓性の誘導案内面を備え、また、複数の可撓性の
リブをさらに備え、前記複数の可撓性のリブは、前記カテーテルアレイが、前記誘導テン
プレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む前記組織内に、前記誘導案内面を通じ
て設置することができるように、前記空隙を略満たすように、加圧下で曲がるように構成
される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、カテーテルごとに２つ以上のポートを有
する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
前記誘導案内面のチャネルのうちの少なくともいくつかは、２つ以上のカテーテルを誘導
するように適合される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記組織内への挿入時に、組織の損傷を
最小限に抑えるように適合された、軟質の先端部をそれぞれ有する、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項２０】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記カテーテルの設置によって前
記組織内に作られた開口部を通じて、前記組織の外の前記カテーテルによって放出された
前記液体の逆流を抑制するように適合された、遮断構造体をさらに備える、請求項１に記
載のシステム。
【請求項２１】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、それぞれが可撓性の継手をさらに
備える、請求項１に記載のシステム。
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【請求項２２】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、非円形断面を有する、請求項１に
記載のシステム。
【請求項２３】
前記非円形断面は、四角形、三角形、五角形、六角形、または星形の断面である、請求項
２２に記載のシステム。
【請求項２４】
各カテーテルは、各カテーテルの前記それぞれのポートからの前記溶液の流速または流量
を制御するように適合された、流れ調節装置を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項２５】
各カテーテルは、各カテーテルの前記それぞれのポートからの前記溶液の流速または流量
を均一にするように適合された、流れ調節装置を備える、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
前記液体供給システムは、前記液体溶液の前記組織内への放出の流速または圧力を、経時
的に一定または非一定のプロファイルで送達するように適合される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項２７】
前記液体溶液の前記組織内への放出の前記流速または圧力の前記プロファイルは、経時的
に一定である、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
前記プロファイルは、繰り返し断続的な、一時的な、パルス状の、曲線状の、または段階
状の、放出の流速または圧力である、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２９】
少なくとも１つのカテーテル、または誘導テンプレートは、定位設置のために、ＲＦ放射
プローブを可逆的に取り付けるように適合される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３０】
前記システムは、略全体に前記患者の体内に据え付けられるように適合される、請求項１
に記載のシステム。
【請求項３１】
前記生物活性剤は、薬剤または放射性物質を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３２】
前記放射性物質は、オージェ電子放射体を備える、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
前記放射性物質は、１２３Ｉ－ＩＵＤＲまたは１２５Ｉ－ＩＵＤＲを含む、請求項３１に
記載のシステム。
【請求項３４】
前記放射性物質は、放射性標識化ヌクレオシド類似体、または放射性標識化ヌクレオシド
類似体のプロドラッグを含む、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３５】
前記カテーテルアレイシステムによって送達するための、第２の生物活性剤をさらに含む
、請求項３１または３３に記載のシステム。
【請求項３６】
前記放射性物質および前記第２の生物活性剤は、並行して投与される、請求項３５に記載
のシステム。
【請求項３７】
請求項１に記載のカテーテルアレイシステムを使用した、生物活性剤の溶液の組織内への
送達が医学的に指示された異常状態の患者を治療する方法であって、
　前記テンプレートが、前記生物活性剤の前記溶液の前記組織内への送達の標的となる組
織に隣接するように、前記カテーテル誘導テンプレートを、前記患者の前記標的組織内に
、または前記標的組織に隣接して設置するステップと、
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　各カテーテルが、それぞれの誘導案内面によって、前記標的組織内の位置に向けられ、
前記空間的に画定されたカテーテルアレイを形成するように、複数のカテーテルのそれぞ
れを、前記テンプレートを通じて挿入するステップと、
　加圧液体を前記カテーテルを通じて前記標的組織に送達させることができるように、前
記液体供給システムを各カテーテルの前記基部に接続するステップと、
　加圧下で、前記生物活性剤の溶液を含む液体を、前記液体供給システムから、複数のカ
テーテルを通じて前記ポートを経由して前記標的組織内に供給するステップと、
を含む、方法。
【請求項３８】
前記カテーテル誘導テンプレートは、生体適合性表面を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
前記複数のカテーテルのうちのいくつかは、カテーテル誘導ワイヤを備え、前記誘導ワイ
ヤが前記カテーテルの前記組織内への挿入に対する剛性および強度を提供するように、各
誘導ワイヤが、前記それぞれのカテーテルの前記中空管内に嵌合するように適合され、各
誘導ワイヤは、前記液体を前記カテーテルを通じて前記組織内に送達する前に、前記設置
されたカテーテルから続けて除去するように適合させることができる、請求項３７に記載
の方法。
【請求項４０】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記組織内に配置された、並列のカテーテ
ルアレイを備える、請求項３７に記載の方法。
【請求項４１】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記組織内に配置された、放射状のカテー
テルアレイを備える、請求項３７に記載の方法。
【請求項４２】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記複数のカテーテルの少なくとも２つの
サブセットを備え、１つのカテーテルのサブセットは並列アレイで前記組織を貫通し、第
２のカテーテルのサブセットは第２の並列アレイで前記組織を貫通し、前記第１および第
２の並列アレイは相互に並列ではない、請求項３７に記載の方法。
【請求項４３】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２組のカテーテルを備え、前記
組織内にカテーテルを挿入する前記ステップにおいて、１組のカテーテルは、第２組のカ
テーテルが貫通するよりも長い距離、前記組織を貫通する、請求項３７に記載の方法。
【請求項４４】
前記空間的に画定されたカテーテルは、少なくとも２つのカテーテルを備え、各カテーテ
ルは、各カテーテルに特有の距離まで前記組織を貫通する、請求項３７に記載の方法。
【請求項４５】
前記カテーテル誘導テンプレートは、バルーンと可撓性の誘導案内面とを備え、膨張した
前記バルーンが、前記誘導テンプレートを形成し、また、前記カテーテルの前記誘導案内
面を通じた前記組織内への挿入を誘導するように前記誘導案内面を位置決めして、前記空
間的に画定されたアレイを形成するように、前記バルーンが、前記誘導テンプレートを前
記組織上に配置した後に膨張するように適合される、請求項３７に記載の方法。
【請求項４６】
前記カテーテルアレイが前記誘導テンプレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む
前記組織内に設置することができるように、前記バルーンは、膨張して、前記空隙を略満
たすように適合される、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
前記カテーテル誘導テンプレートは、可撓性の誘導案内面を備え、また、複数の可撓性の
リブをさらに備え、前記複数の可撓性のリブは、前記カテーテルアレイが、前記誘導テン
プレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む前記組織内に、前記誘導案内面を通じ
て設置することができるように、前記空隙を略満たすように、加圧下で曲がるように適合
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される、請求項３７に記載の方法。
【請求項４８】
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、カテーテルごとに２つ以上のポートを有
する、請求項３７に記載の方法。
【請求項４９】
個々のカテーテル誘導案内面は、カテーテル誘導案内面ごとに２つ以上のカテーテルを含
む、請求項３７に記載の方法。
【請求項５０】
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記組織内への挿入時に、組織の損傷を
最小限に抑えるように適合された、先端部をそれぞれ有する、請求項３７に記載の方法。
【請求項５１】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記カテーテルの設置によって前
記組織内に作られた開口部を通じて、前記組織からの前記カテーテルによって放出された
前記液体の流れを抑制するように適合された、遮断構造体をさらに備える、請求項３７に
記載の方法。
【請求項５２】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、可撓性の膨張構造体をさらに備え
る、請求項３７に記載の方法。
【請求項５３】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、非円形断面を有する、請求項３７
に記載の方法。
【請求項５４】
前記非円形断面は、四角形、三角形、五角形、六角形、または星形の断面である、請求項
５３に記載の方法。
【請求項５５】
前記液体供給システムは、前記生物活性剤の前記液体溶液の前記組織内への放出の流速ま
たは圧力を、経時的に一定または非一定のプロファイルで送達するように適合される、請
求項３７に記載の方法。
【請求項５６】
前記液体溶液の前記組織内への放出の前記流速または圧力の前記プロファイルは、経時的
に一定である、請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
前記プロファイルは、断続的な、パルス状の、曲線状の、または段階状の、放出の流速ま
たは圧力である、請求項５５に記載の方法。
【請求項５８】
各カテーテルは、各カテーテルの前記それぞれのポートまたは複数のポートからの前記溶
液の流速または流量を制御または均一にするように適合された、それぞれの流れ調節装置
を備える、請求項３７に記載の方法。
【請求項５９】
第２の生物活性剤を前記患者に投与するステップをさらに含む、請求項３７に記載の方法
。
【請求項６０】
前記第２の生物活性剤は、溶液中に存在する、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
前記第２の生物活性剤は、第２の溶液中に存在し、第２の複数のカテーテルは、前記複数
のカテーテルに近接して前記患者の前記生体組織内に設置され、前記第２の溶液は、前記
第２の複数のカテーテルを通じて前記組織に供給される、請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
前記第２の生物活性剤は、前記複数のカテーテル以外の経路によって前記患者に投与され
る、請求項５９に記載の方法。
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【請求項６３】
前記第２の生物活性剤は、前記生物活性剤の溶液と並行して投与される、請求項５９に記
載の方法。
【請求項６４】
前記第２の生物活性剤は、前記生物活性剤の溶液と非並行に投与される、請求項５９に記
載の方法。
【請求項６５】
前記患者に、化学療法剤を投与するか、または外部源もしくは据え付けられた放射性線源
から電離放射線を投与するステップをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項６６】
ヌクレオシド類似体の局所的な代謝および／またはクリアランスを抑制することができる
薬剤を前記患者に投与するステップをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項６７】
非標的組織を保護するために、非放射性のヨウ化物、チミジン、またはチミジン誘導体を
前記患者に投与するステップをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項６８】
放射性ＩＵＤＲと共に非放射性ＩＵＤＲを投与して、標的組織内への組み込みを容易にす
るステップをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項６９】
生物活性剤を含まない溶液を投与し、その後に前記生物活性剤の前記溶液を投与するステ
ップをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項７０】
前記生物活性剤は、１２３Ｉ－ＩＵＤＲまたは１２５Ｉ－ＩＵＤＲを含み、前記生物活性
剤を含まない溶液は、生理食塩水を含む、請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
前記カテーテルアレイは、前記生物活性剤を前記標的組織に略均一のレベルで送達するよ
うに、前記組織内に挿入するステップによって配置される、請求項３７に記載の方法。
【請求項７２】
前記異常状態は、腫瘍形成を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項７３】
前記異常状態は、末期の局所的固形腫瘍を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項７４】
前記異常状態は、脳腫瘍を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項７５】
前記異常状態は、悪性神経膠腫を含む、請求項７４に記載の方法。
【請求項７６】
前記異常状態は、腫瘍プラークを含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項７７】
前記異常状態は、卵巣腫瘍を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項７８】
ＲＦ放射プローブを、少なくとも１つのカテーテル、または誘導テンプレートに可逆的に
取り付けて、前記標的組織内での前記カテーテルまたはカテーテルアレイの定位設置を誘
導するステップをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願に対する優先権の主張
　本願は、２００６年８月８日に出願された米国特許出願第６０／８２１，７７５号およ
び２００７年３月２０日に出願された米国特許出願第６０／８９５，９１６号の優先権を
主張し、これらの出願は、その全体が本明細書中に参考として援用される。
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【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　早期の固形腫瘍のような、腫瘍形成の治療では、放射線を伴う外科的切除またはアブレ
ーションは、しばしば治療に良好な結果をもたらす。しかしながら、これは、後期まで進
行してしまった大部分の固形腫瘍には当てはまらない。局所進行性または局所侵襲性の固
形腫瘍は、腫瘍が生じた部位の周囲の他の健常な組織内に広範囲に侵入または浸潤した原
発性癌である。局所進行性の腫瘍は、体全体の組織に発生する場合があるが、早期の腫瘍
とは異なり、放射線治療を使用した完全な外科的切除または完全なアブレーションでは対
応できない。腫瘍の進行による周囲組織の湿潤のため、全ての癌性細胞を除去するように
機能し得る、いかなる外科的処置も、癌が生じた組織を不具にするか、または破壊する可
能性がある。同様に、手術後に残された癌性細胞の根絶を目的とした放射線治療は、しば
しば、対象とする治療野内およびその周囲に重度かつ回復困難な損傷をもたらす。しばし
ば、手術は、手術によって除去することができない悪性細胞を除去することを目的とした
、放射線療法、化学療法、またはアジュバント療法の組み合わせと併用される。しかしな
がら、腫瘍が生じた部位の周囲の他の健常な組織内に腫瘍が浸潤すると、手術と放射線療
法とを含む、または手術と放射線療法と化学療法とを含む併用療法であっても、治療野内
の細胞に重度の損傷を生じさせずに、腫瘍細胞を根絶することができない。
【０００３】
　局所進行性の腫瘍を伴う場合、手術は、「減量」と称される全摘出のために行われるが
、現在の手術には、個々の細胞を除去したり、顕微鏡によって細胞を処置したり、または
腫瘍切除部位を囲む正常組織から腫瘍関連の脈管系を除去するためのツールが存在しない
。このような手術において切除される周囲組織の量を最小限に抑えることがしばしば重要
である。例えば、中枢神経系の腫瘍の場合、組織が失われることによって、通常の脳機能
が大幅に損なわれる場合がある。したがって、そのような場合、周囲組織内に残った癌性
細胞を殺傷するために、手術は、しばしば放射線療法および／または化学療法を伴う。化
学療法は、局所的または全身的投与経路によって残留腫瘍細胞に送達することができる。
外科的切除の程度を制限して、また、補助療法に依存して残留癌細胞を除去することによ
って、器官の機能を保持することができる。
【０００４】
　電離放射線ビーム（Ｘ線、γ線、または高エネルギβ粒子）を使用した従来の放射線療
法は、抗癌治療法として確立されてはいるが、癌が局所的に進行した大部分の患者におい
ては治癒的ではない。別の形態の放射線治療は、小線源療法であるが、該療法では、例え
ば脳または前立腺の癌の治療において、腫瘍部位に隣接する組織内に、γ線または高エネ
ルギβ粒子を放射する密封放射性線源を据え付ける。例えば、特許文献１、特許文献２、
および特許文献３を参照のこと。
【０００５】
　局所進行性の固形腫瘍を有する約３分の１の患者は、薬剤を添加しても再発している（
非特許文献１）。電離放射線は、高エネルギ放射線を放射するビームからであっても、同
位体埋め込みからであっても、腫瘍細胞を除去し、一方で、治療野内の正常細胞を節約す
るのに必要な特異性に欠けている。したがって、正常組織への副次的損害を回避すること
ができない。従来の放射線治療には、複数のさらなる限界がある。Ｘ線は、断続的な計画
によって投与されるが、通常は週５日であり、それによって、癌細胞がそれらのＤＮＡを
修復して、治療の合間に腫瘍を再生息させる機会を提供する。電離放射線は、腫瘍細胞を
除去するのに十分な酸素を組織内に必要とするが、大部分の固形腫瘍は、比較的低酸素で
あるので、放射線には本質的に耐性を示す。加えて、放射線の総生涯投与量は、重度の遅
発性毒性の危険性によって制限される。したがって、一部の例外を除いて、通常は６週間
まで続けられる単一の治療コースだけしか腫瘍に投与することができない。最後に、電離
放射線は、特に化学療法薬剤と組み合わせて使用したときに、それ自体が発癌性を示す。
【０００６】
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　化学療法剤は、体全体に分配されて、悪性細胞とともに正常細胞にも影響を及ぼすので
、大部分のタイプの化学療法も、腫瘍特異性に欠けるという欠点があり、また、正常組織
に副次的損害も生じさせる。多くの全身化学療法剤は、ＤＮＡ合成および細胞分裂を受け
る細胞に作用するので、標的癌細胞に加えて、体全体の多くの細胞集団にも影響を与え得
る。
【０００７】
　現在の治療法の欠点は、例えば、最も一般的な悪性脳腫瘍を構成する高侵襲的なタイプ
の癌である、多形膠芽腫（ｇｌｉｏｂｌａｓｔｏｍａ　ｍｕｌｔｉｆｏｒｍｅ：ＧＢＭ）
のような、特定のタイプの癌に関して特に顕著である。実際に、約３５年にわたって、数
百もの実験的治療と、数千もの臨床試験に参加したＧＢＭ患者とを伴う調査を行ったが、
新しく診断されたＧＢＭの患者の予後は最悪である。最近の調査では、ＧＢＭと診断され
た後の生存率は、６ヶ月でわずか４２％、１年では１８％、２年では３％である（非特許
文献２）。
【０００８】
　新しく診断されたＧＢＭに対する現在の好適な治療では、外科的切除の後に、電離放射
線と経口テモゾロマイド（放射線のコースの間と後に投与される化学療法剤）とのコース
が行われる。現在利用可能な最良のこの治療を受けた患者における平均生存期間の延長は
、手術および放射線治療だけのものを約２～３ヶ月上回るだけである。
【０００９】
　近年、腫瘍部位で化学療法剤の有効濃度を増加させる手法が開発された。ＧＢＭの治療
では、組織内または局所的化学療法が用いられ、わずかながら成功している。カルムスチ
ン（化学療法剤）を含有したウエハを、腫瘍の外科的除去によって生じた空洞に挿入する
。ウエハは、脳腫瘍のすぐ近くの脳組織内にカルムスチンを放出する。この治療では、手
術および放射ビーム治療によってさらに治療した患者において、１１．６ヶ月～１３．９
ヶ月の平均生存期間の増加が示された（非特許文献３）。組織内化学療法は、外科的切除
の後に再発するＧＢＭ腫瘍のうちの９０％超が、２ｃｍ以内の外科的切除縁に局所化され
るので、ＧＢＭの治療に特に適した治療となり得る（非特許文献４）。
【００１０】
　したがって、（生化学的標的化とは別の）物理的手法による化学療法剤の濃度の局所化
は、カルムスチンウエハによる有望な結果に示されるように、全身化学療法と比較して、
特定の利点を提供すると思われる。しかしながら、大部分の化学物質は、脳組織または他
のタイプの固形組織内に全く拡散しないので、課題は大きい。
【００１１】
　化学療法剤の物理的な局所的送達における別の開発は、対流増加送達である。この手法
では、脳腫瘍に適用すると、流体は、循環系を通らずに、脳内の部位に直接送達される。
流体は、液体が組織の隙間を通って移動してあらゆる溶解材料を担送するように、持続的
圧力の下で適用される。例えば、非特許文献５；Ｌａｓｋｅ，Ｄ　Ｗ．ｅｔ　ａｌ．，“
Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ－ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｄｒｕｇ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ”、特許文献４
（１９９８年２月２４日）；および非特許文献６を参照のこと。したがって、対流増加送
達は、生物活性剤を固形組織内に送達することができる有効距離を増加させるように機能
する。
【００１２】
　対流増加送達は、通常、腫瘍除去時に生じた外科的空洞を囲む脳組織内に個々に据え付
けられる、３～５つのカテーテルの使用を伴う。カテーテルは、脳腫瘍の空洞内からでは
なく、脳の外側表面上の複数の起始点から挿入される。ポンプによって治療流体がカテー
テル内に送られるので、カテーテル先端部からバルク流が生じる。このタイプの薬物送達
に関連する最大の課題のうちの１つは、カテーテル先端部の最適位置を決定することであ
る。カテーテル先端部の最適な位置決めは、広範囲かつ不規則に形成され得る全ての対象
とする治療野への注入剤のアクセスを確保するためだけでなく、脳の無関係な領域の暴露
を最小化するためにも重要である。他の課題は、少数のカテーテル先端部を使用して、治
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療野の十分な適用範囲を提供すること、カテーテル周辺および脳表面の裏側への注入剤の
逆流を回避すること、および脳の脳室内および他の解剖学的部位内への注入剤の漏出を防
ぐことである。
【００１３】
　局所進行性の固形腫瘍の有効な治療には、ＧＢＭを含め、改善された薬物送達の方法だ
けでなく、癌細胞を除去すると同時に、癌細胞に侵入された正常細胞を排除することがで
きる治療剤が必要である。この点に関して、遺伝子発現の研究によって明らかになった主
な問題は、腫瘍が、これまでの予想をはるかに超えて遺伝的および代謝的に異質であるこ
とである。腫瘍は、共通の器官または起源の組織にかかわらず、また、顕微鏡では外観が
非常に類似しているにもかかわらず、遺伝的および代謝的に異質である。これは、ＧＢＭ
、および中枢神経系内に発生する他の悪性神経膠腫に特に当てはまる。例えば、非特許文
献７を参照のこと。腫瘍異質性を考慮すると、生化学標的化、すなわち、各腫瘍タイプを
特異的に標的とする薬剤の検索は、困難な課題である。
【００１４】
　次の４項には、新しくかつ有効な治療が必要である。（ａ）治療野内の腫瘍幹細胞の亜
集団を含む腫瘍細胞の除去、（ｂ）広範囲の遺伝および代謝プロファイルを有する腫瘍細
胞の除去、（ｃ）化学療法および電離放射線に対して固有の耐性を有する腫瘍幹細胞の除
去、（ｄ）正常細胞および正常組織に対する毒性の最小化または回避。この課題に対する
１つの手法は、多くの異なるタイプの癌細胞を殺傷することができる、薬剤の物理的な局
所的送達と同時に、治療野内の正常な細胞に対する毒性を最小限にするか、または無くす
ものである。この手法は、標的療法とは異なり、各腫瘍を、その異なる遺伝および代謝プ
ロファイルに従って治療するのに異なる薬物の機構が必要となり得る。
【００１５】
　かなり関心が高まっている一意的な細胞殺傷の機構は、オージェ電子の放出である。こ
れらの電子は、電子捕獲および内部変換によって減少する放射性核種によって放射される
。放射性核種を放射するオージェの例には、１２３ヨウ素、１２５ヨウ素、７７臭素、お
よび８０ｍ臭素が挙げられる。オージェ電子は、トリチウムによって放射されるβ粒子の
エネルギよりもさらに低いエネルギを有する。いくつかのオージェ放射体が、それぞれ核
変換を有する複数の電子を放出するので、この効果は増幅される。低エネルギのオージェ
電子によって、細胞内の粒子の経路長が極めて短くなり、副次的損害を最小限に抑えるこ
とから、非常に望ましい。
【００１６】
　１２５Ｉを組み込んだ分子化合物の１つは、チミジン類似体である［１２５Ｉ］－ヨー
ドウリジン－デオキシリボシド（１２５ＩＵＤＲ）である。１２５ＩＵＤＲは、ＤＮＡポ
リメラーゼによってチミジンとして認識されるので、ＤＮＡ合成時に、染色体内に組み込
まれる。ＤＮＡに組み込まれると、オージェ電子は、それらの非常に短い経路長によって
、２重鎖ＤＮＡの化学骨格にアクセスする。１２５Ｉ原子が崩壊するとき、オージェ電子
によって、標的細胞内に修復不能な染色体の破壊が生じるが、標的細胞のすぐ近くの細胞
に対する影響は最小限に抑えられる。１２５ＩＵＤＲおよび関連化合物は、ＤＮＡを形成
する細胞を破壊するが、他の細胞にはほとんど影響を及ぼさない。１２５ＩＵＤＲが一意
的な細胞殺傷能力を有するという認識にもかかわらず、また、１２５ＩＵＤＲを腫瘍内に
直接導入するという概念（例えば、Ｋａｓｓｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ
　ｏｆ　ｔｕｍｏｒｓ　ｗｉｔｈ　５－ｒａｄｉｏｉｏｄｏ－２’－ｄｅｏｘｙｕｒｉｄ
ｉｎｅ”、特許文献５を参照のこと）を含む、この作用機構の利用を対象とした長年にわ
たる研究にもかかわらず、これらの薬剤は、癌の治療には成功裏に適用されなかった。全
身または局所的投与を用いた、１２５ＩＵＤＲおよび関連する薬剤の固形腫瘍への送達は
、極めて困難であることが判明した。
【００１７】
　ＤＮＡの合成中にＤＮＡ内にオージェ電子を放射するヌクレオチド類似体を組み込むこ
との有効性は、ＤＮＡ合成に関与する標的細胞の割合を増加させることによって増大させ



(11) JP 2010-500103 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

ることができる。この一般的手法は、多数の抗癌剤、特にＳ期（合成期）の細胞周期中に
選択的に細胞に作用する細胞毒性薬物（すなわち、「Ｓ期の活性剤」）の効果を高めるた
めに成功裏に使用された。例えば、非特許文献８を参照のこと。特定の薬物は、Ｓ期中に
腫瘍細胞の進行を防ぐことができるので、標的細胞集団内の感受性細胞の分画を効率的に
増加させる。この手法は、細胞周期抑制剤、５－フルオロウリジン２’デオキシリボヌク
レオシドを使用した、５－［１２５Ｉ］－ヨードウリジン２’デオキシリボヌクレオシド
のＤＮＡへの取り込みおよび組み込みの増加に成功裏に使用された。例えば、非特許文献
９；非特許文献１０；および非特許文献１１を参照のこと。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】米国特許第６，２４８，０５７号明細書
【特許文献２】米国特許第６，７４３，２１１号明細書
【特許文献３】米国特許第６，９０５，４５５号明細書
【特許文献４】米国特許第５，７２０，７２０号明細書
【特許文献５】米国特許第５，０７７，０３４号明細書
【非特許文献】
【００１９】
【非特許文献１】Ｖｉｊａｙｋｕｍａｒ，Ｓ．ａｎｄ　Ｈｅｌｌｍａｎ，Ｓ．、“Ａｄｖ
ａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｒａｄｉａｔｉｏｎ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ”、Ｌａｎｃｅｔ、３４９［
Ｓ１１］：１－３（１９９７）
【非特許文献２】Ｏｈｇａｋｉ、ｅｔ　ａｌ．，“Ｇｅｎｅｔｉｃ　ｐａｔｈｗａｙｓ　
ｔｏ　ｇｌｉｏｂｌａｓｔｏｍａ：Ａ　ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ　ｓｔｕｄｙ
”、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、６４：６８９２－６８９９（２００４）
【非特許文献３】Ｗｅｓｔｐｈａｌ，Ｍ．，ｅｔ　ａｌ．，“Ａ　ｐｈａｓｅ　ＩＩＩ　
ｔｒｉａｌ　ｏｆ　ｌｏｃａｌ　ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ　ｗｉｔｈ　ｂｉｏｄｅｇｒ
ａｄａｂｌｅ　ｃａｒｍｕｓｔｉｎｅ（ＢＣＮＵ）ｗａｆｅｒｓ　ｉｎ　ｐａｔｉｅｎｔ
ｓ　ｗｉｔｈ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｍａｌｉｇｎａｎｔ　ｇｌｉｏｍａ”、Ｎｅｕｒｏ－ｏ
ｎｃｏｌｏｇｙ、５：７９－８８（２００３）
【非特許文献４】Ｈｏｃｈｂｅｒｇ，Ｆ．Ｈ．，ａｎｄ　Ｐｒｕｉｔｔ，Ａ．，Ｎｅｕｒ
ｏｌｏｇｙ、３０：９０７－９１１（１９８０）
【非特許文献５】Ｂｏｂｏ，Ｒ．Ｈ．，ｅｔ　ａｌ．，“Ｃｏｎｖｅｃｔｉｏｎ－ｅｎｈ
ａｎｃｅｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｏｆ　ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　
ｂｒａｉｎ”、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、９１：２０７６－２０８
０（１９９４）
【非特許文献６】Ｈａｌｌ，Ｗ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ．，“Ｃｏｎｖｅｃｔｉｏｎ－ｅｎｈ
ａｎｃｅｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｉｎ　ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｔｒｉａｌｓ”、Ｎｅｕｒｏ
ｓｕｒｇ．Ｆｏｃｕｓ、１４（２）、１－４（２００３）
【非特許文献７】Ｍｉｓｃｈｅｌ，Ｐ．Ｓ．、Ｃｌｏｕｇｈｅｓｙ，Ｔ．Ｆ．、ａｎｄ　
Ｎｅｌｓｏｎ，Ｓ．Ｆ．“ＤＮＡ－Ｍｉｃｒｏａｒｒａｙ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｂ
ｒａｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ：Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ
　Ｔｈｅｒａｐｙ”、Ｎａｔｕｒｅ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｖｉｅｗｓ、５：７８２－７９
２（２００４）
【非特許文献８】Ｃｈｕ　Ｅ．ａｎｄ　Ｄｅｖｉｔａ．、Ｃａｎｃｅｒ　Ｐｒｉｎｃｉｐ
ｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ　７ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ
（Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ＆Ｗｉｌｋｉｎｓ、２００５）“Ｐｒｉｎｃ
ｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ”、ｐｐ．２９５－３０６
【非特許文献９】Ｈｏｌｍｅｓ，Ｊ．Ｍ．、Ｔｈｅ　ｔｏｘｉｃｉｔｙ　ｏｆ　ｆｌｕｏ
ｒｏｄｅｏｘｙｕｒｉｄｉｎｅ　ｗｈｅｎ　ｕｓｅｄ　ｔｏ　ｉｎｃｒｅａｓｅ　ｔｈｅ
　ｕｐｔａｋｅ　ｏｆ　１２５Ｉ－ｉｏｄｏｄｅｏｘｙｕｒｉｄｉｎｅ　ｉｎｔｏ　ｔｉ
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ｓｓｕｅ　ｃｕｌｔｒｕｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ．Ｊ．Ｃｏｍｐ．Ｐａｔｈｏ
ｌ．９３：５３１－５３９（１９８３）
【非特許文献１０】Ｆ．Ｂｕｃｈｅｇｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｈｉｇｈｌｙ　ｅｆｆｉｃ
ｉｅｎｔ　ＤＮＡ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｔｒａｔｕｍｏｕｒａｌｌ
ｙ　ｉｎｊｅｃｔｅｄ　［１２５Ｉ］ｉｏｄｏｄｅｏｘｙｕｒｉｄｉｎｅ　ｕｎｄｅｒ　
ｔｈｙｍｉｄｉｎｅ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ｉｎ　ｈｕｍａｎ　ｇｌ
ｏｂｌａｓｔｏｍａ　ｘｅｎｏｇｒａｆｔｓ．Ｉｎｔ．Ｊ．Ｃａｎｃｅｒ　１１０：１４
５－１４９（２００４）
【非特許文献１１】Ｐｅｒｉｌｌｏ－Ａｄａｍｅｒ，Ｆ．Ｓｈｏｒｔ　ｆｌｕｏｒｏｄｅ
ｏｘｙｕｒｉｄｉｎｅ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｏｆ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｈｕｍａｎ　ｇ
ｌｉｏｂｌａｓｔｏｍａ　ｌｉｎｅｓ　ｉｎｄｕｃｅｓ　ｈｉｇｈ－ｌｅｖｅｌ　ａｃｃ
ｕｍｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓ－ｐｈａｓｅ　ｃｅｌｌｓ　ｔｈａｔ　ａｖｉｄｌｙ　ｉ
ｎｃｏｒｐｏｒａｔｅ　１２５Ｉ－ｉｏｄｏｄｅｏｘｙｕｒｉｄｉｎｅ．Ｅｕｒ．Ｊ．Ｎ
ｕｃｌ．Ｍｅｄ．Ｍｏｌ．Ｉｍａｇｉｎｇ　３３：６１３－６２０（２００６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　したがって、１２５ＩＵＤＲおよび関連化合物の一意的な作用機構の活用を対象とした
、新しい薬物送達装置および使用方法が必要である。新しい手法は、腫瘍を保持した幹細
胞およびそれらの前駆体を含む、腫瘍細胞の循環を除去すると同時に、癌細胞に侵入され
た正常細胞を排除することを目的とした、１２５ＩＵＤＲ（および他の化合物）の固形腫
瘍への送達が必要である。この必要性には、特に、しばしば不規則に形成される組織量の
略均一な治療を提供するような方法で、当該の薬剤を腫瘍内に、および腫瘍細胞に侵入さ
れた正常細胞内に直接送達するための方法を含む。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　概要
　本発明は、抗癌剤のような生物活性剤を、それを必要とする患者の脳組織のような標的
組織に送達するための装置および方法を目的とする。本発明の一実施形態は、生物活性剤
の液体溶液を患者の標的組織内に送達するためのカテーテルアレイシステムであって、各
カテーテルが、直線または曲線の中空管を備え、該カテーテルを生体組織内に挿入し、し
ばらくの間、組織内に残留させて、生物活性剤の溶液を管を通じて組織内に送達するよう
に適合された、複数の生体適合性カテーテルと、複数のカテーテルのそれぞれを誘導テン
プレートに隣接した組織内に設置するように誘導して、組織内に空間的に画定されたカテ
ーテルアレイを形成するように適合された、カテーテル誘導テンプレートと、マニホール
ドを介して複数のカテーテルのそれぞれに液体を送達するように適合された、加圧液体供
給システムとを備え、各カテーテルは、組織内への挿入のための遠位部分と、溶液が中空
管の内側から組織内へ通過することができる少なくとも１つのポートと、誘導テンプレー
トによる組織内への挿入を目的として適合された中間部分と、加圧液体供給システムのマ
ニホールドへの接続に適合された基部とを備え、カテーテル誘導テンプレートは、複数の
カテーテル誘導案内面のチャネルを備え、各誘導案内面のチャネルは、組織内へ挿入する
ために、このチャネルを通じて１つ以上のカテーテルの運動を誘導するように適合され、
複数のカテーテルを挿入したときに、カテーテルが、空間的に画定されたカテーテルアレ
イを組織内に形成することができ、液体供給システムは、液体溶液に圧力を印加するよう
に適合された加圧器と、液体を、加圧下で、複数のカテーテルのそれぞれの基部に送達す
るマニホールドとを備え、液体は、各カテーテルの中空管を通過して組織内に入ることが
できる、カテーテルアレイシステムを提供する。
【００２２】
　本発明の実施形態は、カテーテルと、カテーテル誘導テンプレートと、加圧器およびマ
ニホールドを含む液体供給システムとをさらに提供し、それぞれ、本発明のカテーテルア
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レイシステムの構成要素として使用するように適合される。
【００２３】
　本発明の一実施形態は、カテーテルアレイを目的とし、該アレイは、それを必要とする
患者の組織内に配置される。カテーテルアレイは、規則的であることが好ましく、カテー
テルは、並列または放射状の三次元配列で配置される。カテーテルは、互いの間隔が十分
狭いことが好ましく、それらの距離は、生物活性剤が組織を治療的に貫通することができ
る距離の約２倍程度である。アレイを構成するカテーテルは、総数のサブセットで、また
は同時に、個々に設置することができる。カテーテルアレイのサブセットは、異なる深さ
で、また、組織内の異なる空間的配列で据え付けることができる。カテーテル誘導テンプ
レートは、複数のカテーテルの挿入プロセス中に、空間的に画定されたカテーテルアレイ
を形成させるが、これは、逐次的に、同時に、複数のカテーテルのサブセットで行うこと
ができる。
【００２４】
　生物活性剤は、その溶液が本発明のカテーテルアレイシステムによって標的組織内に導
入され、放射化学剤、化学療法剤、または他の小分子、抗体、タンパク質、ペプチド、オ
リゴヌクレオチドアプタマ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、または低分子干渉ＲＮＡ
（ｓｉＲＮＡ）とすることができる。このような放射化学剤の１つは、１２３Ｉ－ヨード
ウリジンデオキシリボシドまたは１２５Ｉ－ヨードウリジンデオキシリボシド（１２３Ｉ
ＵＤＲまたは１２５ＩＵＤＲ）のような、オージェ電子放射体を含み、放射性核種は、標
的細胞内へ取り込むように適合された、化学物質内に組み込まれ、その場合、狭い範囲の
オージェ電子は、それらが含まれた細胞内のＤＮＡに破壊的な影響を直接及ぼすが、周辺
の細胞への副次的損害は最小限に抑えられる。
【００２５】
　本発明の実施形態はまた、本発明のカテーテルアレイシステムを使用した、生物活性剤
の組織内への送達が医学的に指示された、異常状態の患者を治療する方法であって、誘導
テンプレートが生物活性剤の組織内への送達の標的となる組織に直接隣接するように、カ
テーテル誘導テンプレートを、患者の標的組織内に、またはこれに隣接して設置し、ステ
ップと、次いで、各カテーテルが、それぞれのチャネルによって、標的組織内の位置に向
けられ、空間的に画定されたカテーテルアレイを形成するように、複数のカテーテルのそ
れぞれを誘導テンプレートを通じて挿入するステップと、加圧液体がカテーテルを通じて
標的組織に送達されるように、液体供給システムを各カテーテルの基部に接続するステッ
プと、その後、生物活性剤の溶液を含む液体を、液体供給システムから、複数のカテーテ
ルを通じてポートを経由して標的組織内に供給するステップとを含む方法も目的とする。
【００２６】
　カテーテルアレイシステムは、患者の組織内に、例えば脳腫瘍の除去によって残った空
隙内に導入することができ、複数のカテーテルが、腫瘍切除部位を囲む組織内に侵入する
。代替的に、カテーテルアレイシステムは、例えば特定の卵巣癌で生じるような、腫瘍プ
ラーク内に導入することができる。
【００２７】
　システム全体を、患者の体内に完全に据え付けることができ、液体供給システムおよび
マニホールド、ならびにカテーテル誘導テンプレートおよび複数のカテーテルは、患者の
皮下に配置される。代替的に、液体供給システムは、少なくとも、患者の体外に配置する
ことができる。
【００２８】
　適切な構造材料を用いて達成することができるように、カテーテル誘導テンプレートが
生体組織と接触する範囲まで、少なくとも誘導テンプレートの表面が生体適合性であるこ
とが好ましい。同様に、液体供給システムが患者の体内に配置されるように適合された範
囲まで、その外面を生体適合性とすることができる。
【００２９】
　本発明の方法の一実施形態は、種々の圧力、流速、および投与の継続期間での、生物活
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性剤の溶液の投与を含むことができる。例えば、溶液は、種々の速度、および種々の期間
で連続的、断続的に投与することができる。
【００３０】
　好適な生物活性剤は放射性物質（ｒａｄｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｇｅｎｔ）であり、１

２３Ｉまたは１２５Ｉのようなオージェ電子を放射する同位元素とすることができ、それ
が配置された組織に生じさせる損傷範囲が狭いので、健常な組織への望ましくない放射線
損傷を制限する。オージェ電子を放射する同位元素は、標的組織内の癌性細胞の細胞構造
体内に組み込まれるように適合された分子の一部とすることができ、例えば、ヌクレオチ
ド類似体を放射性標識化して、本発明の方法の使用に適した生物活性構造を提供すること
ができる。１２５Ｉ－ヨードウリジンデオキシリボシド（ＩＵＤＲ）は、一例である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１Ａ】固定カテーテルアレイの縦断面図である。
【図１Ｂ】図１Ａの固定カテーテルアレイの三次元図である。
【図１Ｃ】誘導テンプレートを含み、カテーテル誘導チャネルを備えた、図１Ａおよび１
Ｂの固定カテーテルアレイの別の三次元図である。
【図２Ａ】カテーテルがその中に予め組み込まれた複数のカテーテル誘導チャネルを備え
た、カテーテル誘導テンプレートの中央縦断面図である。
【図２Ｂ】複数のカテーテル誘導チャネルを備えた、カテーテル誘導装置の縦断面図であ
る。カテーテル誘導テンプレートの遠位端で、カテーテルがカテーテル誘導チャネルから
伸びている。
【図２Ｃ】図２Ｂのカテーテル誘導テンプレートの遠位端の正面図である。カテーテルが
、カテーテル誘導チャネルから伸びている。
【図２Ｄ】図２Ａのカテーテル誘導テンプレートの縦断面図。
【図３Ａ】カテーテル誘導テンプレートの中央縦断面図である。
【図３Ｂ】カテーテル先端部を出した、図４Ａのカテーテル誘導テンプレートの中央縦断
面図である。
【図４Ａ】装置の片側だけのカテーテル誘導チャネルからカテーテルを伸ばした、図４Ｂ
のカテーテル誘導テンプレートの中央縦断面図である。
【図４Ｂ】腫瘍の外科的除去後の腫瘍空洞（ＴＣ）、および腫瘍再発部位（ＴＲ）を有す
る、脳（Ｂ）の断面図である。図４Ａのカテーテル誘導テンプレートは、腫瘍再発部位を
覆うように設置される。
【図４Ｃ】腫瘍の外科的除去後の腫瘍空洞（ＴＣ）、および腫瘍再発部位（ＴＲ）を有す
る、脳（Ｂ）の断面図である。カテーテル誘導テンプレートは、腫瘍再発の領域を覆うよ
うに据え付けられる。
【図５Ａ】一連の円板断面を含む、カテーテル誘導テンプレートの一実施形態の拡大図で
ある。
【図５Ｂ】カテーテル先端部が伸長位置にある、図５Ａのカテーテル誘導装置の拡大図で
ある。
【図５Ｃ】図５Ａのカテーテル誘導テンプレートの遠位端の中央縦断面図である。
【図５Ｄ】図５Ａのカテーテル誘導テンプレートの近位端の輸入側（「底面」）図である
。
【図６Ａ】膨張バッグまたはバルーンが収縮した形状にあり、複数のカテーテル誘導チャ
ネルが可撓膜に取り付けられた、伸張可能なカテーテル誘導テンプレートの縦断面図であ
る。
【図６Ｂ】内側バルーンを膨張させた、伸張可能なカテーテル誘導テンプレートの縦断面
図である。
【図６Ｃ】バルーンを膨張させてカテーテル先端部をカテーテル誘導チャネルから伸ばし
た、伸張可能なカテーテル誘導テンプレートの断面図である。
【図７Ａ】両方のカテーテルチャネル誘導管がカテーテルの配置を誘導して、変形したと
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きに弓状の構造を保持する、伸張可能なカテーテル誘導テンプレートの縦断面図である。
【図７Ｂ】カテーテル誘導チャネルの遠位端を治療組織の近傍に近付けた、膨張位置にあ
る伸張可能なカテーテル誘導テンプレートの縦断面図である。
【図７Ｃ】カテーテルが膨張位置にある、膨張位置の伸張可能なカテーテル誘導テンプレ
ートの縦断面図である。
【図８Ａ】それぞれがカテーテルチャネル誘導の列を含む、一連の垂直配向されたストリ
ップを接続することによって形成することができる、カテーテル誘導テンプレートの表面
図である。
【図８Ｂ】それぞれがストリップを備え、それぞれがカテーテル誘導管の列を含む、一連
の水平配向されたリングを接続することによって形成された、カテーテル誘導テンプレー
トの表面図である。
【図８Ｃ】螺旋構造に組み立てたカテーテル誘導テンプレートストリップで形成された、
カテーテル誘導テンプレートの表面図である。
【図８Ｄ】図８Ａ、８Ｂ、および８Ｃのカテーテル誘導テンプレートのモジュールの背面
図である。
【図９Ａ】カテーテルを示す図である。
【図９Ｂ】カテーテル側に２つのさらなるカテーテルアパーチャまたはポートを備えたカ
テーテルを示す図である。
【図９Ｃ】カテーテル側に２つのカテーテルアパーチャまたはポートを備えた、端部が丸
いカテーテルを示す図である。
【図９Ｄ】カテーテル側に３つカテーテルアパーチャまたはポートを備えた、端部が丸い
標準的なカテーテルを示す図である。
【図９Ｅ】端部に標準的な単一のアパーチャまたはポートを備えた、四角形カテーテルを
示す。
【図９Ｆ】先端部が丸く、カテーテル側に２つのアパーチャまたはポートを備えた、四角
形カテーテルを示す図である。
【図９Ｇ】４つの側部アパーチャまたはポートを備えた、丸い曲線のカテーテルを示す図
である。
【図９Ｈ】先端部が曲線的であり、端部に単一のアパーチャまたはポートを備えた、標準
的なカテーテルを示す図である。
【図９Ｉ】カテーテル先端部バンパと、単一の側部アパーチャまたはポートを備えた、カ
テーテルの縦断面図である。
【図１０Ａ】先端部が丸く、３つの側部アパーチャまたはポートと、逆拡散を防ぐ伸縮継
手とを備えた、遠位カテーテルを示す図である。
【図１０Ｂ】先端部が丸く、３つの側部アパーチャまたはポートと、逆拡散を防ぐ短い膨
張部（または突出部）とを備えた、遠位カテーテルを示す図である。
【図１０Ｃ】先端部が丸く、３つの側部アパーチャまたはポートを備えた、円錐形の遠位
カテーテルを示す図である。
【図１０Ｄ】先端部が丸く、３つの側部アパーチャまたはポートと、逆拡散を防ぐ膨張部
と、カテーテル先端部に過度の応力が加わらない屈曲を容易にする可撓部分とを備えた、
遠位カテーテルを示す図である。
【図１１Ａ】カテーテルを標的組織内に据え付ける間の機械的強度を増加させるように挿
入された、誘導ワイヤを備えたカテーテルを示す図である。
【図１１Ｂ】カテーテル先端部バンパと、カテーテルを標的組織内に据え付ける間の機械
的強度を増加させるように挿入された誘導ワイヤとを備えた、カテーテルを示す図である
。
【図１１Ｃ】カテーテルを標的組織内に据え付ける間の機械的強度を増加させるように挿
入された誘導ワイヤを備えた、カテーテルの遠位部分を示す図である。
【図１２Ａ】円形カテーテル管の断面図である。
【図１２Ｂ】楕円形カテーテル管の断面図である。
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【図１２Ｃ】曲線的な四角形カテーテル管の断面図である。
【図１２Ｄ】四角形カテーテル管の断面図である。
【図１２Ｅ】矩形カテーテル管の断面図である。
【図１２Ｆ】六角形カテーテル管の断面図である。
【図１３Ａ】長手方向から見た、先端部が丸い、球形のチャネル付きカテーテルを示す図
である。アパーチャまたは入口（この図では４つが示される）は、チャネル内に位置する
。
【図１３Ｂ】ポートまたはアパーチャ間のセグメントを通る断面から見た、球形のチャネ
ル付きカテーテルを示す図である。
【図１３Ｃ】ポートまたはアパーチャを含むセグメントを通る断面から見た、球形のチャ
ネル付きカテーテルを示す図である。
【図１４】流れ調節装置の拡大図を含む、本発明によるカテーテルアレイシステムの側面
図である。
【図１５】腫瘍プラークを治療するように適合させた、本発明のカテーテルアレイシステ
ムの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　発明の詳細な説明
　本発明の一実施形態は、生物活性剤の液体溶液を患者の標的組織内に送達するためのカ
テーテルアレイシステムであって、各カテーテルが、直線または曲線の中空管を備え、該
カテーテルを生体組織内に挿入し、しばらくの間、組織内に残留させて、生物活性剤の溶
液を管を通じて組織内に送達するように適合された、複数の生体適合性カテーテルと、複
数のカテーテルのそれぞれを誘導テンプレートに隣接した組織内に設置するように誘導し
て、組織内に空間的に画定されたカテーテルアレイを形成するように適合された、カテー
テル誘導テンプレートと、マニホールドを介して複数のカテーテルのそれぞれに液体を送
達するように適合された、加圧液体供給システムとを備え、各カテーテルは、組織内への
挿入のための遠位部分と、溶液が中空管の内側から組織内へ通過することができる少なく
とも１つのポートと、誘導テンプレートによる組織内への挿入を目的として適合された中
間部分と、加圧液体供給システムのマニホールドへの接続に適合された基部とを備え、カ
テーテル誘導テンプレートは、複数のカテーテル誘導案内面のチャネルを備え、各誘導案
内面のチャネルは、組織内へ挿入するために、このチャネルを通じて１つ以上のカテーテ
ルの運動を誘導するように適合され、複数のカテーテルを挿入したときに、カテーテルが
、空間的に画定されたカテーテルアレイを組織内に形成することができ、液体供給システ
ムは、液体溶液に圧力を印加するように適合された加圧器と、液体を、加圧下で、複数の
カテーテルのそれぞれの基部に送達するマニホールドとを備え、液体は、各カテーテルの
中空管を通過して組織内に入ることができる、カテーテルアレイシステムを目的とする。
【００３３】
　本発明の一実施形態は、複数のカテーテルと、当該カテーテルの固体組織内への、例え
ば脳組織内への据え付けを誘導するように適合されたカテーテル誘導テンプレートとを備
えた、外科的に据え付けられる薬物送達装置に関する。複数のカテーテルは、カテーテル
誘導テンプレートを用いて組織内に空間的に画定されたアレイを形成することを目的とし
、これらを使用して、局所侵襲性の増殖型腫瘍細胞によって浸潤されたような、腫瘍内ま
たは組織内に生物活性治療剤を直接送達する。生物活性剤には、これに限定されないが、
放射性化合物、細胞毒性および他の小分子薬物、抗体、タンパク質、ペプチド、オリゴヌ
クレオチドアプタマ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、およびｓｉＲＮＡが挙げられる
。本発明のカテーテルアレイシステムを使用して、異なるタイプの局所進行性の固形腫瘍
を治療することができる。治療野は、腫瘍自体および／または腫瘍に隣接した組織を含む
ことができる。脳腫瘍がある患者のような特定の状況では、治療野は、術後の腫瘍切除空
洞に隣接した組織内に位置する場合がある。このような組織は、腫瘍細胞および腫瘍関連
の新生脈管系の増殖による進行性の浸潤を伴う、腫瘍再発の危険性がある場合がある。こ
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の状態では、治療野は、腫瘍に隣接した脳組織を含み、治療は、腫瘍再発の前および／ま
たは後に投与することができる。
【００３４】
　医薬品および放射化学薬品の局所的送達は、めったに実行されない。その１つの理由は
、１つまたは複数のカテーテルを使用することで、主に拡散または低流速によって送達領
域が非常に制限されるか、または対流（バルク流、高流速）によって送達領域は拡大する
が、腫瘍内、およびその周辺における標的化が不正確になることである。単一のカテーテ
ルによって生成される医薬品送達領域の範囲および形状は、器官内の組織の不均一性、組
織内圧力の変化、毛細管密度の変化、不均等な瘢痕化、および／または疾病状態（例、腫
瘍線維症）に関連する変動により、許容できない変動性を有し得る。加えて、標的領域自
体は、非常に大きく、不規則な形状になり得る。
【００３５】
　局所的な薬物送達の固有の課題を解決する１つの方法は、各カテーテルが小さな領域へ
の送達を担当する、複数のカテーテルを使用することである。複数のカテーテルは、その
後、重なり合った領域に医薬品を送達して、異なる形状、サイズ、および密度の組織内に
おける均一かつ効果的な標的化を提供することができる。当然、これは、複数のカテーテ
ルを治療領域に個別に配置することによって行うことができる。しかしながら、カテーテ
ルの個別の配置は時間のかかるプロセスであり、カテーテルの正確な相対的配置に固有の
問題点がある。例えば、Ｂｏｕｖｉｅｒ　Ｇ　ｅｔ．ａｌ．，“Ｄｉｒｅｃｔ　ｄｅｌｉ
ｖｅｒｙ　ｏｆ　ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎｔｏ　ａ　ｂｒａｉｎ　ｔｕｍｏｒ　ｔｈ
ｒｏｕｇｈ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃｈｒｏｎｉｃａｌｌｙ　ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｃａｔ
ｈｅｔｅｒｓ”、Ｎｅｕｒｏｓｕｒｇｅｒｙ、２０：２８６－２９１（１９８７）を参照
のこと。
【００３６】
　本発明のカテーテルアレイシステムは、複数のカテーテルの治療野内への配置を誘導し
、各カテーテルからの個々の薬物源が、重なり合った治療野を決定する。これらの装置は
、カテーテルのネットワークまたはアレイを利用して、全ての治療野を抗腫瘍剤、放射性
医薬品、または他の医薬品に暴露する。それぞれのカテーテルが、治療剤を治療野の１つ
の部分（サブ治療野とも称される）に送達するので、より均一な治療野が可能となる。重
なり合ったサブ治療野は、完全でより均一な治療野を提供する。
【００３７】
　本発明の装置を使用して、個々に設置されたカテーテルによって達成できる時間枠より
もはるかに短い時間枠で、規則的または均等に離間したカテーテルの治療野内への配置を
達成することができ、また、空間的精度が極めて高いので、脳のような患者の生体組織が
暴露されたときの手術中に好都合となる。カテーテルの最適な位置決めは、全ての対象と
する治療野への注入剤のアクセスを確保することだけでなく、脳の無関係な領域の暴露を
最小化することにも重要である。
【００３８】
　複数のカテーテルは、しばらくの間、組織内に残留するように適合される。これは、カ
テーテルを、単に注射針と同じように組織内に挿入し、材料を注入し、そして針を直ちに
引き抜く、といった機能を行わないことを意味する。むしろ、標的細胞内でアレイを形成
するカテーテルのそれぞれを、数時間、数日間、または数週間、その場所に残留させて、
その間に、放射性物質のような生物活性剤を、比較的低速度で組織内に注入する。カテー
テルは、ある程度の加圧下で、すなわち、溶液による組織の透過を高めるのに十分な加圧
下で、生物活性剤の溶液を送達するように適合される。一般的に、組織を通過する液体の
流れに対する抵抗が比較的高いので、絶対送達速度は、典型的な皮下注射針による注入と
比較すると比較的低い。それぞれのカテーテルは、特定の状況で使用されている所望のレ
ベルの特定の生物活性剤を、標的組織量に注入するのに十分な時間、組織内に残留する。
【００３９】
　カテーテルは、カテーテルの進路からの、およびカテーテルの入口地点での組織内への
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注入剤の逆流を回避するように、また、治療野を越えて解剖学的空間内への、例えば脳腫
瘍の場合は、脳室、軟髄膜、または硬膜下の空間への治療剤の導入を回避するように適合
される。
【００４０】
　アレイを形成するカテーテル間の間隔、アレイ内の互いのカテーテルの相対的配向、お
よび標的組織に対するカテーテルアレイの配向を最適化して、治療期間中に、全ての標的
組織を薬物含有液体に暴露することができる。カテーテルアレイは、装置の据え付け中の
、治療期間中の、および装置の除去中の、治療野内およびその周囲の組織への損傷を最小
限に抑えるように適合される。
【００４１】
　カテーテルアレイは、誘導テンプレートを使用して形成されて、空間的に画定されたア
レイ内の組織内へのカテーテル先端部の据え付けを誘導する。誘導テンプレートは、各カ
テーテルのベクトルを決定して、治療野内へのカテーテルの貫通深さにわたる制御を提供
する。種々の誘導テンプレートが提供されるが、それぞれ１つ以上の標的組織のタイプに
対する適用に適している。特定の状況では、テンプレートは、カテーテルアレイの据え付
け後、その場所に残留させることができる。他の場合では、テンプレートは、据え付け後
に除去することができる。
【００４２】
　本願明細書のシステムは、複数のカテーテルの規則的なアレイを提供するように適合さ
れる。各カテーテルの寸法（長さ、内径、および外径）は、サブ治療野の深さおよび直径
、アレイ内のカテーテルの密度、組織への損傷を最小限に抑えるという目的、最適な機械
的強度、および据え付けの容易さを含む、複数の因子によって機能的に決定される。本発
明のカテーテルアレイシステムを使用することで、脳腫瘍の空洞の内側部分に薬物送達カ
テーテルを据え付ける機会を提供し、それによって、脳腫瘍細胞を覆い隠していると最も
思われる脳の領域に治療を集中させ（Ｈｏｃｈｂｅｒｇ，Ｆ．Ｈ．ａｎｄ　Ｐｒｕｉｔｔ
，Ａ．、Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ、３０：９０７－９１１（１９８０））、一方で、その腫瘍
を越えた領域に対する損傷を回避する。各カテーテルは、挿入中およびその後の、例えば
腫瘍切除空洞内からの、神経および脈管構造への損傷を最小限に抑える機能がある。モジ
ュール式のカテーテルアレイを使用することで、徐放的注入、および繰り返し注入を含む
、種々のパルス投与、または一時的な投与計画を用いた、治療液体の治療野への送達とい
う選択肢を提供する。
【００４３】
　標的組織内へのカテーテルの据え付け、および組織内でのカテーテルアレイの形成は、
生体適合性表面を有することができるカテーテル誘導テンプレートを用いて達成される。
誘導テンプレートは、互いに対して、また、カテーテルが据え付けられる組織に対して、
規則的なアレイでのカテーテルの据え付けを誘導するように適合される。カテーテルのう
ちの少なくともいくつかは、据え付け前に基部に取り付けることができ、誘導テンプレー
トによって組織内に誘導することができる予備成形されたアレイを形成する。代替的に、
カテーテルは、共通の基部に取り付けずに、誘導テンプレートの誘導下で据え付けること
ができる。カテーテルの誘導は、誘導テンプレート内のカテーテル誘導チャネルを用いて
達成される。このチャネルは、据え付け中のカテーテルの位置を誘導する経路を提供し、
据え付け中にそれぞれのチャネルを通じてカテーテルが相対的に運動できるように適合さ
れる。据え付け後にカテーテルを適所に固定できる機能があり、その場合、カテーテルの
除去が望まれたときに解放することもできる。
【００４４】
　誘導テンプレートは、カテーテルを据え付けた後に、カテーテルとともにその場所に残
留させるか、または、誘導テンプレートは、カテーテルを据え付けた後に除去することが
できる。据え付け後、生物活性剤は、カテーテルから周囲組織内へ、ある期間にわたって
放出され、生物活性剤は、患者の異常状態を治療する。カテーテルは、末期の固形腫瘍を
含む器官のような、腫瘍の近傍にある組織内に据え付けられることが好ましい。一例は、
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脳腫瘍患者の脳である。カテーテルは、生物活性剤を放出し、該生物活性剤は、腫瘍に隣
接するか、または腫瘍の外科的減量後に残存する空洞に隣接する、癌性細胞を含有してい
る可能性のある組織内に集中され、組織全体に比較的均等に分配される。
【００４５】
　卵巣癌のような特定のタイプの癌は、腹膜上に腫瘍プラークとして存在する。外科的切
除は、プラークの数または位置によって、常に可能というわけではない。これらのプラー
クは「薄い」ので、表面に化学療法剤を適用することで、腫瘍組織を貫通してこれを破壊
する。したがって、本発明の一実施形態は、これらの腫瘍の表面を治療し、その後、医薬
品の腫瘍内への拡散を通じて、腫瘍全体を治療するように適合される。カテーテルアレイ
装置は、多数のカテーテルを腫瘍内に配置するように設計される。アレイのサイズは、か
なり大きくすることができ、大部分の腹膜空洞を包含することもできる。
【００４６】
　カテーテルアレイの据え付けは、脳腫瘍空洞内に位置決めすることができる誘導チャネ
ルを有する誘導テンプレートによって、カテーテル誘導装置からカテーテルの出口の方向
によって、および取り外し可能なカテーテル誘導ワイヤを用いて増加させることができる
カテーテル自体の構造的な剛性によって、誘導される。したがって、本発明は、周囲の脳
組織に対して種々の構成および配向で配列されるカテーテルアレイを形成するための方法
を提供する。加えて、アレイは、多様な三次元形状およびサイズを有する治療野への治療
化合物の送達を可能にする、モジュール式のアセンブリ機能を有する。カテーテルアレイ
が据え付けられると、複数のカテーテルに接続されたマニホールドを介して、治療液体を
患部組織内に直接導入することができる。本願明細書に記載された装置のうちのいくつか
は、治療の途中で、アレイ内の１つ以上のカテーテルの位置を変えることができるように
適合される。
【００４７】
　加えて、該装置は、画像ベースの治療前の計画とともに使用することができる。本発明
のシステムは、多種多様な三次元形状を有する治療野へのデジタル化された薬物送達を提
供する、付属品類とともに使用することができる。この文脈では、デジタル化された薬物
送達とは、カテーテルアレイが、コンピュータ断層撮影（ＣＴスキャン）、磁気共鳴映像
法（ＭＲＩ）、陽電子放射断層撮影（ＰＥＴスキャン）、ＰＥＴ－ＣＴ、または他の組織
撮影技術を使用して得られた画像を用いてマップされた三次元治療野に適合した、三次元
治療野を供給するように構成されることを意味する。治療野（標的組織）の三次元トポグ
ラフィは、治療前に規定され、治療期間中に修正して、標的組織内の疾患の分布状態の変
化に一致させることができる。カテーテルの挿入は、これらの同じ手段によって監視する
ことができる。例えば、放射線不透過性または常磁性の物質を、カテーテルのうちの少な
くともいくつかの、例えば先端部に含めて、外科的処置中のそれらの位置を可視化するこ
とができる。このように、標的組織の治療前のデジタルマップをオーバレイとして使用し
て、手術のリアルタイムでの監視中に、カテーテルを正確に配置することができる。
【００４８】
　代替的に、治療前の計画において、高周波放射プローブを使用して、脳内に物体を設置
するための定位座標を決定することができ、これは、例えば手術前のＭＲＩとともに使用
して、脳の特定の領域内の物体の正確な設置を誘導することができる。本発明の一実施形
態では、このタイプの高周波放射プローブ（ＲＦプローブ）を使用して、手術中に、個々
のカテーテル、カテーテルアレイ、またはカテーテル誘導テンプレートの設置を誘導する
ことができる。これらのために、ＲＦプローブは、カテーテル、カテーテルアレイ、また
はカテーテル誘導テンプレートに、可逆的かつ物理的に関連付けることができる。カテー
テル、カテーテルアレイ、またはカテーテル誘導テンプレートの最初の位置決めおよび／
または最終的な設置は、定位座標を使用して誘導することができる。
【００４９】
　カテーテルは、例えばＲＦプローブの取り付けおよび取り外しに適合させたクリップに
よって、ＲＦプローブを取り付けるように適合させることができ、これは、カテーテルの
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組織内への挿入プロセス中に作動させることができる。ＲＦ放出の位置は、検出されて、
カテーテルの正確な設置に必要とされる定位座標を提供する。次いで、ＲＦプローブは、
カテーテルから取り外すことができ、また任意選択で、これを使用してアレイの他のカテ
ーテルを設置することができる。代替的に、ＲＦプローブを使用して、予め組み立てられ
たカテーテルのマトリクスまたはアレイの組織内への設置を誘導することができる。代替
的に、ＲＦプローブは、カテーテル誘導テンプレートとともに使用することができ、カテ
ーテルまたはカテーテルアレイを組織内に設置する前に、テンプレートの最適な位置決め
を可能にする。ＲＦプローブを使用して、カテーテルまたはカテーテルアレイのそれぞれ
の最適な挿入深さを決定することができる。代替的に、カテーテルまたはカテーテルアレ
イは、ＲＦプローブの定位誘導に従ってカテーテル誘導テンプレートの位置が最適化され
た後に、組織内に設置することができる。
【００５０】
　各カテーテルによって生成された流体流束により、本発明のカテーテルアレイシステム
使用を使用することで、最小の逆流で、また、対象とする治療野を越えた解剖学的領域内
へ薬物を送達する危険性が低減された、固体組織（例、脳）へのより制御された、予測可
能な薬物送達を提供する。それぞれがサブ治療野を補うカテーテルアレイを使用すること
で、隣接するサブ治療野間の「分水界領域」を露出不足にする危険性を低減した、より予
想通りに確実に薬物を分配する方法を提供する。これは、少数の比較的大きなカテーテル
の、脳腫瘍切除空洞を囲む組織内への外科的配置に常に関連する当て推量を低減する。最
後に、誘導テンプレートを使用したカテーテルアレイの形成は、脳腫瘍に加えて、多くの
タイプの固体腫瘍での使用に適合され、また、全体的に比較的均一の濃度で、規定量の組
織内を生物活性剤で満たすように医学的に指示された他の治療状況にも適合される。例え
ば、上述のように、腹膜上にプラークのある卵巣癌のような、腫瘍プラークを伴う異常状
態は、比較的大きく、比較的平坦な組織表面を覆うように適合された本発明のカテーテル
アレイを使用して治療することができ、複数のカテーテルは、切除した脳腫瘍の周囲の組
織の治療時に据え付けることができるカテーテルの深さと比較して、比較的浅い深さまで
プラークを貫通するように適合させることができる。
【００５１】
　「標的組織」とは、カテーテルが据え付けられる患部組織のことである。「治療野」は
、全てのカテーテルアレイで治療される組織の三次元領域である。サブ治療野は、カテー
テルアレイ内の単一のカテーテルによって補われる組織の三次元領域である。治療野およ
び標的組織は、同じものとすることができる。
【００５２】
　「生物活性剤の溶液」は、疾患の治療に有用であると考えられる物質（治療剤）を含有
するあらゆる流動可能な組成物である。溶液は、これに限定されないが、放射性化合物、
小分子薬剤、抗体、タンパク質、ペプチド、オリゴヌクレオチドを含む、１つ以上の治療
剤を含有することができる。治療剤は、治療液体中に溶解（溶液）または懸濁したもの（
エマルジョン類、ミセラ、リポソーム、粒子等）とすることができる。本願明細書で使用
する場合、生物活性物質の「溶液」という用語は、カテーテル経由の注入に好適な懸濁液
または分散体も含む。組織に入った溶液は、「注入剤」と称する。
【００５３】
　「カテーテル」は、中空または管状構造であり、治療野に直接据え付けられる。生物活
性剤の溶液は、カテーテルを介して標的組織（治療野）内に導入される。カテーテルは中
空で、溶液が液体供給システムから組織内に流れるルーメンまたは中央チャネルを有する
。カテーテルは、先端部を備え、また、１つ以上の開口部、アパーチャ、またはポートを
、組織と直接接触するように適合されたカテーテルの先端部に、またはその比較的近くに
、あるいは、あらゆる部分上に備える。カテーテルは、直線状または曲線状とすることが
でき、患者の固体組織内に据え付けるように適合される。カテーテルは、軸の外側に、１
つまたは複数の厚いセグメント、リング、または突出部を備えて、カテーテルの進路周辺
の逆流を低減し、したがって、組織への注入剤の取り込みを促進することができる。カテ
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ーテルは、丸みのある曲線的な先端部をさらに備えて、据え付け中の組織への損傷を最小
限に抑えることができる。
【００５４】
　カテーテルの基部は、医薬品または放射化学剤を含有する加圧液体源にマニホールドを
介して接続される。カテーテルの基部は、カテーテルの遠位端に液体を送達する経路を提
供し、該経路は、据え付け後、組織内に存在する。
【００５５】
　各カテーテルは、標的組織を貫通する先端部を有する。カテーテル先端部は、アパーチ
ャまたはポート（開口端）を有するか、または塞ぐ（閉口端）ことができる。カテーテル
の先端部およびその近傍部分は、溶液を放出するように適合されたポートも含むことがで
きる。治療液体は、アパーチャまたは１つおよび／または複数のポートからルーメンを通
じて治療野内に流れる。カテーテルは、１つ以上のアパーチャまたはポートを含むことが
できる。ポートは、先端部および／または側部を含む、カテーテル上の種々の場所に位置
決めすることができる。
【００５６】
　カテーテル先端部は、挿入中にカテーテル先端部が標的組織を貫通するときの、組織へ
の損傷を最小限に抑えるように、カテーテル先端部バンパを備えることができる。カテー
テル先端部バンパは、金属のような硬質の物質、または軟質ポリマー材料で構成すること
ができる。バンパは、標的組織を切断せずに穿刺するように、丸い輪郭を有することがで
きる。これらの特徴は、カテーテル先端部の経路内の血管および神経路への損傷の危険性
を低減する。カテーテルは、アパーチャまたはポートから流れる治療流体の逆流を最小限
に抑えるように、膨張部分、突出部を含むことができる。
【００５７】
　「カテーテルの進路」は、カテーテルが進行するときに組織内に形成されるチャネルで
ある。カテーテルの進路は、据え付けの後にカテーテルを囲む。
【００５８】
　カテーテルの「基部」は、マニホールドによって溶液源に接続される。カテーテル先端
部は、治療野に直接入り、標的組織との接触を維持するが、カテーテルの基部は、標的組
織に入らない。カテーテルの基部は、治療野の外側の組織と接触した状態になり得る。
【００５９】
　「可撓性の継手」は、カテーテル管内に含めて、カテーテルが入る地点での標的組織へ
の潜在的なトラクションを低減することができる。可撓性の継手は、カテーテル管システ
ムまたはカテーテル内のどこかに含むことができる。「伸縮継手」は、その主直線軸に沿
ってカテーテルを伸縮させる。
【００６０】
　「カテーテルアレイ」は、特定の構成で配列された２つ以上のカテーテルで構成される
。カテーテルアレイは、カテーテルの並列または放射状（正または負）配列とすることが
できるが、下述するように、代替構造を有することもできる。最も単純なカテーテルアレ
イは、少なくとも２つのカテーテルを備えたブラシ状の構成を有する。
【００６１】
　その誘導チャネルを有するカテーテル誘導テンプレートは、据え付け中に、各カテーテ
ルを組織内の規定位置内に正確に誘導する。種々のカテーテル誘導テンプレートを以下に
説明する。カテーテル誘導テンプレートは、（ａ）カテーテルアレイ内のカテーテル間に
所定の間隔を提供し、（ｂ）カテーテルが治療野に入るときに、互いにそれらの相対的配
向を決定し、（ｃ）標的組織に対するカテーテルの相対的配向（すなわちベクトル）を決
定する。誘導テンプレートは、カテーテルを据え付けるためにカテーテルが挿入される、
２つ以上のカテーテル誘導チャネルまたはカテーテル誘導管で構成される。カテーテルの
「誘導チャネル」は、据え付け中にカテーテルが従う規定経路を提供し、また、カテーテ
ルの据え付け中の、それぞれのチャネルを通じたカテーテルの相対的な運動を可能にする
ように適合される。据え付け中、カテーテル先端部は、カテーテル誘導装置の遠位端また
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は輸出端から現れる。手術者は、カテーテル誘導テンプレートの近位端または輸入端で、
カテーテルの据え付けを制御する。カテーテル誘導テンプレートの輸出および輸入方向（
ａｓｐｅｃｔ）は、テンプレート装置のそれぞれのタイプごとに異なって設計することが
できる。カテーテル誘導テンプレートは、互いに対して、また、カテーテルが挿入される
組織に対して、２つのカテーテルの相対的配向を決定する、少なくとも２つのカテーテル
誘導案内面を提供する。カテーテルの数は多いほうが好ましく、例えば、誘導テンプレー
トは、約１０、約２０、または約３０の個々のカテーテルの設置を提供することができる
。
【００６２】
　カテーテル誘導チャネルは、個々のカテーテルをカテーテル誘導装置から出口部位へ導
くという目的に適った、直線状、曲線状、くの字状（すなわち湾曲状）、管状、または穴
である。加えて、これらの流路、チャネルは、カテーテル誘導装置から出たときにカテー
テルにベクトルを与える。
【００６３】
　システムは、わずか２つから、数百もの個々のカテーテルを有する（好ましくは、５～
５０）ことができる。カテーテルの基部の端部は、入口管システムに接続されたマニホー
ルドに取り付けられ、治療流体は、加圧下で該システム内に導入される。テンプレートチ
ャネルは、テンプレート（「カテーテルハブ」）の輸入方向上に位置決めされた、画定さ
れたパターンで配列することができる。手術者は、カテーテルハブでカテーテル管を操作
することによって、カテーテルの据え付けを制御することができる。据え付け後、カテー
テルの輸入端は、カテーテルマニホールドに接続される。
【００６４】
　カテーテルの基部または輸入部分は、マニホールドと称される共通チャンバに合流させ
ることができる。装置は、カテーテルの輸入部分をマニホールドに接続する機構を提供す
ることができる。マニホールドは、次いで入口管に接続することができ、治療液体をその
管に導入することができる。入口管は、本体の外側、または本体の表面の下に終端させる
ことができる。治療液体は、機械式ポンプ、浸透ポンプ、注射器、または静液圧を発生さ
せることができるあらゆる装置を使用して、入口管システムに導入される。マニホールド
は本体内部にあることが好ましいが、本体の外側にあってもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、カテーテル、またはカテーテルの輸入端に接続されたカテー
テル管、あるいはその両方は、曲げやすい、または柔軟な材料で形成することができる。
この場合、堅いが可撓性のあるカテーテル誘導ワイヤを使用して、据え付けを容易にする
ことができる。カテーテル誘導ワイヤは、カテーテルのルーメンに挿入される。カテーテ
ル誘導ワイヤは、据え付けの後に除去するか、またはその場所に残留させることができる
。
【００６６】
　カテーテル誘導テンプレートは、１つ以上の膨張可能バルーンまたは他の詰物構成要素
を備えて、据え付けの後の装置の変位を最小限に抑えることができる。カテーテル誘導テ
ンプレートのバルーンは、滑り嵌めを保持するように、カテーテル配置を保持するように
、そして、装置の構成要素が組織の周囲上を運動することによって生じる潜在的なトラク
ションを低減するように適合される。いくつかの装置では、バルーンを使用して、カテー
テルアレイを周囲組織に押し付けることができる。バルーンは、空気、流体、またはゲル
で満たさすことができる。
【００６７】
　カテーテルが標的組織を貫通しながら取り込む相対ベクトルには、種々の幾何学的変動
がある。その１つは、全てが並列で、全てのカテーテルを同時に挿入することができるカ
テーテルのアレイである。もう１つは、カテーテル管またはカテーテル誘導チャネルによ
って決定された遠位のカテーテルが方向を有するものであり、その場合、カテーテルは、
個々に、または少数の組で挿入することができる。誘導チャネルは、多種多様の方向を個
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々のカテーテルに割り当てる。しかしながら、チャネルの誘導によって設置した後のカテ
ーテルの好適な配向は、組織内では並列または放射状パターンである。
【００６８】
　以下、本発明を図面を参照して説明するが、それらは非限定的な例として提供される。
【００６９】
　図１は、カテーテル（２）の並列アレイを示す図である。カテーテルシステム（１）の
輸入（基部）端は、接続管を介して、医薬品を満たした液体（図示せず）を含む貯蔵容器
に接続される。静液圧の下で、水剤は、液体がそこから組織内に放出されるカテーテル（
２）に接続された基部セグメント（３）に送達される。この設計の利点は、据え付け部位
へのアクセスが十分に大きければ、製造が容易で、使い易いことである。しかしながら、
カテーテルが伸長位置に固定されるので、装置全体がかなり大きくなる場合がある。装置
を据え付け部位から除去する可能性を考慮した場合、該装置は、堅固な輸入カテーテルを
使用して（および輸入カテーテルを固体支持体上に取り付けることによって）、または代
替的に、カテーテルアレイを適所に保持するように挿入され、好ましくは粘性のある液体
（またはガス）で膨張するバルーンを使用することによって、適所に保持することができ
る。図１Ｃの代替設計でも、カテーテル誘導テンプレートまたはテンプレート誘導を使用
して、（組織を貫通し終えるまで、カテーテルを並行に保つことによって）カテーテルの
適切な配置を確実にする。
【００７０】
　図２の好適な実施形態では、堅固な外体の範囲でカテーテルチャネルを使用する。図２
Ａは、テンプレート本体（６）と、カテーテルチャネル（７）と、カテーテル（１）の輸
入端とを示す、カテーテル誘導テンプレートの縦断面図である。図２Ｂは、遠位カテーテ
ル（２）を伸ばした、カテーテル誘導テンプレートの縦断面図である。図２Ｃは、カテー
テル（２）を伸ばした、カテーテル誘導テンプレートをその輸出（遠位）端から見た図で
ある。堅固な外体（６）は、カテーテル誘導チャネル（７）の取り付け表面として機能し
、また個々のカテーテルも覆う。カテーテル誘導チャネル（７）は、遠位カテーテル（２
）をカテーテル誘導装置の表面上の適切な出口地点に導くように機能するだけでなく、治
療する組織内へ入るベクトルを、カテーテルの遠位出口端に与えるようにも機能する。カ
テーテル（２）は、単にカテーテル（１）の輸入端をカテーテル誘導テンプレート内へ押
すことによって伸ばされる。したがって、この設計の利点は、（ａ）遠位カテーテルを種
々の深さに調整できること、および（ｂ）遠位カテーテルは、装置が治療の最終的な位置
に来るまで伸ばされず、組織を損傷する可能性を低減することである。カテーテルは可撓
性のものとすることができるが、図２Ｄは、管内の円弧を最小化して、カテーテル誘導管
内でのねじれを防ぎ、カテーテルの伸長および収縮を容易にした、カテーテル誘導チャネ
ルの代替設計を示す図である。
【００７１】
　図３Ａは、図２Ａに類似したカテーテル誘導テンプレートの縦断面図である。この場合
、カテーテル誘導チャネル（７）の輸入端は、カテーテル誘導テンプレート全体のプロフ
ァイルをより薄くするように互いに束ねられる。この薄い設計は、より小さな空洞へのカ
テーテルの配置を支援し、また、カテーテル誘導テンプレートの柔軟な設計を補助する。
これによって、「屈曲可能な」、または可撓性の送達システムを製作して、特殊または不
規則な形状の腫瘍空洞に対応することができる。図３Ｂは、カテーテルの遠位端を伸ばし
た（２）カテーテル誘導テンプレートの縦断面図である。
【００７２】
　図４Ａは、図３Ａの設計の可撓性に加えて、いずれかの設計におけるカテーテル誘導チ
ャネルの半分だけを使用した一例である。これは、可変長で伸縮可能なカテーテル（２）
を含む設計となる。図４Ｂは、本システムがどのように設置されて、脳（Ｂ）内の予め切
除された腫瘍空洞（ＴＣ）の腫瘍再発（ＴＲ）を治療することができるのかを示す図であ
る。図４Ｃは、テンプレート内にカテーテル誘導チャネルの屈曲可能なアセンブリを有す
ることの有用性を説明する図である。実際には、カテーテルのうちの（これらの図に示さ
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れた５０％の代わりに）１つ～２つ、１０％、９０％を、所要の治療野に対応するように
種々のパターンで伸ばすことができる。
【００７３】
　カテーテル誘導チャネルの空間的配向は、カテーテル誘導装置内の各チャネルの固定三
次元構成（例、直線状、曲線状、湾曲）によって確立される。カテーテル誘導チャネルの
配向は、種々の構成をそれによって達成する、チャネルのモジュール式アセンブリによっ
て確立することができる。例えば、カテーテル誘導チャネル（９）は、カテーテル誘導装
置に組み立て入れられた円板（８）内に穿設または成形することができる。この円板は、
孔が、カテーテルの各遠位端の出口の場所を決定し、また、装置および組織に対する方向
ベクトルを決定するチャネルを形成するように組み入れられる。図５Ａは、４つの円板（
またはプレート）の設計の拡大図であり、図５Ｂは、同じ設計で、カテーテルの遠位端を
伸ばした（２）図である。図５Ｃは、同じ設計の縦断面図である。カテーテルの方向ベク
トルは、カテーテルが誘導チャネルを通って進むときに変化し、チャネルの輸入端で始ま
り、チャネルの輸出端で終端する。種々の角度または円弧の曲率は、角度を付けて（すな
わち、図５に示されるような、くの字に）配列された一連の直線セグメントを使用して、
または曲線状の設計（図示せず）を使用して、カテーテル誘導チャネル内に達成すること
ができる。図５Ｄは、カテーテルを伸ばしていない、輸出（遠位）端から見たカテーテル
誘導装置の図である。
【００７４】
　カテーテル誘導チャネルの設計の重要な特徴は、あらゆる所望の角度でカテーテルを据
え付けるようにカスタマイズできることである。このカスタマイズには、これに限定され
ないが、交差（より適切な固定を与える）、カテーテルの組織への垂直な貫通（カテーテ
ル先端部の貫通深さを最小化する）、カテーテルの組織への角度を付けた貫通（例えば、
カテーテル誘導アセンブリから離れた組織部位に到達させる）、互いに平行なカテーテル
等が挙げられる。カテーテルアレイの設計の同じく重要な特徴は、カテーテルを、異なる
深さで組織内に挿入できることである。カテーテルは、異なる深さに挿入して、送達領域
の重なり合いを補助するか、または変則的な腫瘍切除縁の有効な治療を補助することがで
きる。各カテーテル誘導チャネルからは単一のカテーテルが出てくることが好ましいが、
複数のカテーテルを単一のチャネルから伸ばすことができる。例えば、同じ誘導チャネル
からの２つの別個のカテーテルが、異なる深さまで貫通することができるか、または、同
じチャネルからの２つの別個のカテーテルが異なる固有の曲率を有することができ、それ
らが同じチャネルから出たものであっても、異なる場所で標的組織を貫通することができ
る。熟練手術者は、これらの全ての機能を使用することによって、異なる貫通深さ、異な
る貫通ベクトル、および異なるカテーテル設計によってカスタマイズできる多種多様の構
成で、カテーテルアレイを形成できるものと理解されよう。
【００７５】
　伸張可能なカテーテル誘導テンプレートは、腫瘍の外科的切除の後に残された空洞を収
容または「充填」するように調整することができる。手術は、容量、形状、および空洞の
体表面からの深さが変化し得る空洞を残す。伸張可能な誘導テンプレートによって、多種
多様な腫瘍空洞を治療することができる。図６は、カテーテル誘導チャネル（１２）自体
が可撓性であり、膜（１０）に取り付けられた（または膨張装置自体に取り付けられた）
、拡張可能な構造体を示す図である。この設計によって、収縮バージョンが可能となり、
腫瘍空洞に容易に入った後に、流体、ゲル、またはガスを充填することによって、膨張さ
せる（図６Ｂ）ことができる。「バルーン」（１１）を封止することによって、カテーテ
ル誘導テンプレートは、カテーテル（２）の遠位端を組織内に伸ばすことができ（図６Ｃ
）、腫瘍空洞を塞ぐことができる。カテーテルおよび膨張装置の可撓性に応じて、カテー
テル誘導装置を球形にする必要はなく、実際に、多種多様の形状を形成できることに留意
されたい。
【００７６】
　代替の伸張可能なカテーテル誘導テンプレートは、屈曲に対してわずかな抵抗力がある
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カテーテル誘導チャネル（１３）を使用する。したがって、図７Ａで、カテーテル誘導チ
ャネルが、弓状ロッド（１５）を短くすることによって撓曲するときに、チャネルが、図
７Ｂに示されるように曲がる。次いで、テンプレートが腫瘍空洞内に入った後に、遠位カ
テーテル（２）を伸ばすことができる（図７Ｃ）。
【００７７】
　図８は、種々の寸法を有する、すなわち異なる領域および外周に適合するように組み立
てることができるカテーテル誘導テンプレートを提供する、モジュール式の設計を示す図
である。基本ユニットは、ストリップ（１８）状に互いにリンクされた一片のカテーテル
誘導孔である。ストリップまたはその部品は、それ自体を単純なテンプレートとして使用
することができる。代替的に、これらのストリップの側部は、例えばスナップ、ベルクロ
、ジプロックバッグに類似した格子組みストリップ等の連結機構によって、互いに取り付
けることができる（図８Ａおよび８Ｂを参照のこと）。また、これを使用して、例えばそ
れらをバレル状に連結することによって、異なるサイズまたは異なる外周のカテーテル誘
導テンプレートを形成することができる。また、カテーテルオリフィスを、円筒形状を想
定した螺旋形（図８Ｃ）に組み立てることも可能である。得られる円筒の径は、螺旋状に
配列した隣接するストリップをいずれかの方向にスライドさせることによって、所望のサ
イズ（例、高さおよび／または外周）に調整することができる。モジュール式のカテーテ
ル誘導テンプレートの単一のユニットを図８Ｄに示す。ユニットの外側（１６）が示され
ている（１６）。図８Ｄに示されるように、カテーテル誘導チャネルは、樽形のカテーテ
ル誘導テンプレートの内側の誘導孔（１７）に取り付けられる。カテーテルチャネルの輸
入端は、それらが装置を出るときに束にすることができる。この設計は、可撓性だが堅い
材料で作製して、カテーテルを伸ばす前に、腫瘍空洞内への最適な適合を提供する必要が
あるときに、組み立てられた装置の折り畳みまたは変形を容易にすることができることに
留意されたい。
【００７８】
　カテーテルは、医薬品溶液の比較的均一な送達を提供する機能を考慮して設計される。
図９Ａ（１９）のような単一のアパーチャまたはポートでは、均一の組織密度を想定した
、略球状のパターンの薬物送達が見込まれる。複数のアパーチャまたはポートを有するこ
とで、球状ではなく、より卵形の分散パターンでの医薬品の分散が向上する（図９Ｂ、９
Ｃ、９Ｄ、９Ｆ、９Ｇ）。
【００７９】
　遠位カテーテルが治療部位内に貫通する間、組織への損傷を最小限に抑えることも重要
である。第１の繰り返し時に、図９Ｈに示された曲線的なカテーテル先端部を使用して、
挿入中の損傷を低減することができる。図９Ｃ、９Ｄ、９Ｆ、および９Ｇには、アパーチ
ャまたはポートの無い丸いカテーテル先端部が示されているが、これらは挿入中の損傷量
を低減することができる。挿入中の損傷を最低限に抑えるために、カテーテルの作製に使
用される材料には、先端部に使用されるものとは異なる材料を使用することができる。し
たがって、図９Ｉは、貫通している組織に相互作用しない、またはこれに刺さらない軟質
材料および／または曲げやすい材料で形成された、カテーテル先端部バンパを使用した設
計を示す図である。加えて、管には標的組織を貫通するのに十分な剛性が必要であるが、
可撓性の管を使用することで、血管および他の物体によって偏向されることによる損傷を
低減するのを補助することができる。脳のような繊細な組織に使用するカテーテルは、軟
質材料で構成することができ、一方で、繊維癌組織に使用するカテーテルは、可撓性があ
るが、機械的強度がある、生体適合性ポリマーまたは金属で構成することができる。
【００８０】
　カテーテルは、組織内のカテーテルによって形成された挿入孔、すなわち進路からの液
体医薬品の逆流を最小限に抑えるか、または防ぐように設計された特徴を有することがで
きる。カテーテルの伸長部分、および円錐形のカテーテルの使用は、逆流を防ぐ２つの方
法である。図１０Ａには、遠位端よりも直径が大きく（２０）、それによって、逆流を防
ぐプラグとしての役割を果たす、カテーテルの近位端が示されている。図１０Ｂでは、ア



(26) JP 2010-500103 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

パーチャまたはポート間で複数のカテーテルが膨張して、各薬物送達アパーチャまたはポ
ートからの均一な送達を容易にする。図１０Ｃは、逆流を防ぐ円錐形のカテーテル設計を
示す図である。図１０Ｄは、カテーテルの輸入端に印加されたねじり力を吸収し、したが
って、組織内のカテーテル先端部のあらゆる運動を最小限に抑える、「可撓性の継手」（
２１）を含む膨張セグメントを備えたカテーテルを示す図である。
【００８１】
　カテーテル誘導ワイヤを使用して、標的組織内へのカテーテルの貫通を容易にすること
ができる。誘導ワイヤ（２２）は、それぞれのカテーテル内に挿入されて、設置している
間の機械的強度を増加させる。図１１Ａは、先端部が丸いカテーテル内に配置された誘導
ワイヤを示す図であり、図１１Ｂでは、誘導ワイヤは、カテーテル先端部バンパを備えた
カテーテルに挿入され、図１１Ｃでは、誘導ワイヤは、アパーチャまたはポートをその末
端部に備えたカテーテルで使用するように修正されている。いずれの場合においても、誘
導ワイヤは、挿入後に除去するか、または誘導ワイヤの周囲に、水剤がアパーチャまたは
ポートに到達できる十分な隙間があれば、該ワイヤをその場所に残しておくことができる
。
【００８２】
　組織内への挿入中のカテーテル先端部の構造的安定性を増加させる、１つのさらなる方
法は、管の形状を改良するものである。図１２Ａは、円形の管設計の一例を示す図である
。図１２Ｂは、楕円の長軸における屈曲に対する抵抗力を増加させ、一方で、楕円の短軸
においては比較的曲げやすくした楕円設計の図である。同様に、図１２Ｃおよび１２Ｄに
示された四角形設計では、管のコーナ部と交差する平面における屈曲に対する抵抗力が増
加する。これは、図１２Ｆに示されるように、高レベルの、構造的剛性を増加させた星形
の管とすることもできる。
【００８３】
　図１３Ａは、カテーテルの長手方向軸に沿って配向された、隆線（２３）およびチャネ
ル（２４）を備えたカテーテルを示す図である。この非限定的な例は、６つのチャネルと
、６つの隆線とを有する。カテーテルポート（１９）は、チャネルに開口する。６つ１組
のポートが２組ある（図１３では４つしか見えない）。このカテーテル設計によって、カ
テーテル入口を出た流体は、カテーテルの外側のチャネル内を長手方向に流れることがで
きるようになり、それによって、カテーテルの長さ全体にピークの流体圧力を分配する。
球形の遮断構造体（２０）は、カテーテルの設置によって組織内に生じた進路を通じて、
カテーテルによって組織外へ放出された液体の逆流を防ぐように適合される。図１３Ｂは
、図１３Ａに示されたカテーテルの断面を示す図であり、この断面は、ポート間のセグメ
ントを通っており、カテーテルのルーメン（２５）と、カテーテルの星形の外輪郭とを示
している。図１３では、２つのチャネル（２４）と、３つの隆線（２５）が見えている。
図１３Ｃは、図１３Ａに示されたカテーテルの別の断面を示す図であり、この断面は、ポ
ート間のカテーテルの一部を切断したものである。アパーチャまたはポート（１９）は、
カテーテルのルーメン（２５）と連続する。
【００８４】
　図１４を参照すると、複数のカテーテルのそれぞれのための流れ調節装置の一実施形態
が示されている。液体供給システム（図示せず）からの流入溶液（３０）は、マニホール
ド（３２）に流れ込み、そこからそれぞれのカテーテルの基部（３４）に流れ込む。流れ
調節装置（３６）は、各カテーテル内の管のくびれた部分とすることができ、制御背圧を
提供して、遠位端（３８）のそれぞれから放出された流れを、カテーテルのそれらのポー
トと等しくする。したがって、異なる個々のカテーテルへの背圧が異なっていても、カテ
ーテルからの流出（４０）が略均一になる。
【００８５】
　「流速または流量を制御するように適合された」とは、流れ調節装置によって、アレイ
の各カテーテルからの個々の流れを、流れ調節装置を用いずに組織内に据え付けられたと
きの流れから変更できることを意味する。例えば、流体は、アレイの全てのカテーテルに
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供給されるが、カテーテルのそれぞれが受ける背圧は、アレイを据え付けることができる
組織の不均一性によって大きく異なる可能性がある。高い背圧を受けるカテーテルがあれ
ば、実質的に背圧を受けないカテーテルもあり得る。そのような状況では、いかなる流れ
調節装置も存在しない場合、大部分の流れは、最も低い背圧を受けるカテーテルの方に向
かい、したがって、他のカテーテル内への溶液の流れ、およびそこから組織内への溶液の
流れを減弱させる。このようにして、生物活性剤を含有する溶液が無駄になるか、いかな
る治療的価値も無い空隙に集中してしまう可能性がある。流れ調節装置は、各カテーテル
の内部管のくびれを通じて背圧を提供することによって、異常に低い背圧を受けるカテー
テルを通じた流れを制限することができ、したがって、組織全体にわたる、生物活性剤の
溶液のより適切な分散につながる。「流速または流量を均一にするように適合された」と
は、カテーテルのそれぞれを通じた流れを、流れ調節装置の非存在下で生じた流れよりも
均一にすることを意味する。一般的に、溶液が標的組織の全体にわたって均一に分配され
、その結果、非常に低い背圧を受ける少数のカテーテルが流れの大部分を受けないように
、流速または流量の均一化を試みることによって、カテーテルのそれぞれを通じた流速ま
たは流量を制御することが望ましい。
【００８６】
　あるカテーテルから空隙内への流れ、またはカテーテルの進路に沿った切除空洞内への
逆流は、このように、より大きな流れを生成し、このカテーテルへの送達を不均衡なもの
とし、他のカテーテルへの流れを低減することが予想される。本発明のこの実施態様では
、流れ調節装置は、マニホールドまたはポンプと、カテーテルポートまたはポートとの間
に配置される。流れ調節装置は、カテーテル内部のルーメンの直径におけるくびれ、また
はカテーテルとマニホールドと間の接合部のくびれである。流れの制御は、カテーテルの
ルーメン内に程度の異なるくびれを用いることによって、種々の程度に調整することがで
きる。くびれが小さくなると圧力勾配が大きくなり、したがって、カテーテルの中の不均
一な背圧の潜在的影響を最小限に抑えることが見込まれる。この流れ調節装置によって、
マニホールド内に圧力の立ち上がりが生じ、その圧力がカテーテルのポート内の圧力より
も著しく高ければ、その結果は、局所的組織の背圧に関係なく、カテーテルのポートを通
じて一定の流れとなる。個々の流れ調節装置は、個々のカテーテルからの流れを増減する
ように調整することもできる。例えば、調節可能なくびれによって、個々のカテーテルを
、背圧の位置および差異に従って制御することもできる。代替的に、特定サイズの固定く
びれを備えたカテーテルを、据え付け前に選択することができる。
【００８７】
　本発明の一実施形態は、本発明のカテーテルアレイシステムを使用した、生物活性剤の
溶液の組織内への送達が医学的に指示された、異常状態の患者を治療する方法であって、
カテーテル誘導テンプレートを、患者の標的組織内に、またはこれに隣接して設置し、誘
導テンプレートが、生物活性剤の溶液の組織内への送達の標的となる組織に直接隣接する
ステップと、次いで、複数のカテーテルのそれぞれを、誘導テンプレートを通じて挿入し
、各カテーテルが、それぞれの誘導案内面によって、標的組織内の位置に向けられ、空間
的に画定されたカテーテルアレイを形成するステップと、液体供給システムを、各カテー
テルの基部に接続し、加圧液体が、カテーテルを通じて標的組織に送達されるステップと
、その後、生物活性剤の溶液を含む液体を、液体供給システムから、複数のカテーテルを
通じてポートを経由して標的組織内に供給するステップとを含む方法に関する。
【００８８】
　本方法は、本発明のシステムの特定の実施形態に関して上述したように、例えばＧＢＭ
のような脳腫瘍内の腫瘍切除部位を囲む組織の治療を含む。上述のように、残留癌性細胞
を含有する可能性があり、末期の局所的な腫瘍から進行する腫瘍部位を囲む組織内に、画
定された空間的なカテーテルのアレイを形成する本発明のシステムを使用することで、治
療剤または薬剤の組み合わせを、組織の容量全体にわたって比較的均一なレベルで組織に
送達するのに用いることができる。代替的に、本発明の方法は、手術が不要な、または手
術の必要性が限られた、腫瘍の治療を含むことができる。例えば、特定の卵巣癌では、腫
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瘍プラークが腹膜の表面に形成される可能性がある。外科的切除は、プラークの数または
位置によって、常に可能というわけではない。本発明の方法の一実施形態は、本発明のカ
テーテルアレイシステムを使用することができ、多数のカテーテルを腫瘍の領域内に配置
するように適合させる。図１５を参照すると、腫瘍プラークまたは複数のプラークの治療
に使用することができる、カテーテルアレイシステムが示されている。薄い表面プラーク
に溶液を提供するのに深い貫通が必要でなく、マニホールド（４２）は、１つの生物活性
剤または複数の生物活性剤を、プラークの表面を浅く貫通させるか、またはこれを治療す
るように、および比較的広い表面積（場合により、腹膜空洞の大部分を含む）を覆うよう
に適合された一組のカテーテル（４４）に供給する。
【００８９】
　流体薬理学的薬剤は、注入ポンプによって発生する流体圧力を一時的に増加させること
によって、カテーテルから組織内に繰り返し、または断続的に放出することができる。流
体圧力の増加は、瞬間的または短期間とすることができ、それによって、流体薬理学的薬
剤の組織内への迅速な注入を生じさせる。代替的に、圧力勾配を、薬剤の送達の全体にわ
たってさらに持続するが、連続的に保持しないようにすることができ、それによって、流
体薬理学的薬剤を組織内へ担送する１つ以上の流体波を生成することができる。いずれの
場合も、流体の繰り返しまたは断続的放出の間隔を、短時間（例、１秒）とするか、また
はより長く（例、数日）することができる。後者は、流体薬理学的薬剤の組織内へのパル
ス化した送達の例である。
【００９０】
　代替的に、流体薬理学的薬剤は、注入ポンプによって発生および保持された連続的な圧
力勾配によって、カテーテルから組織内に連続的に放出することができる。後者の場合、
圧力勾配は、薬剤の送達の全体にわたって保持され、それによって組織内に流体薬理学的
薬剤の連続バルク流が生成される。流体圧力は、１つ以上のステップで増加させるか、注
入期間の少なくとも一部を通じて連続的に増加させるか、または注入期間全体を通じて増
加させることができる。
【００９１】
　本発明の他の実施形態によれば、流体薬理学的薬剤は、短時間の注入として、パルスと
して、またはより持続させた注入として組織内に放出することができ、その後に、流体薬
理学的薬剤を含有しない流体の注入を行うことができる。流体薬理学的薬剤を含有しない
流体は、１つ以上の瞬間的な注入によって、流体運動の１つ以上の持続的な波によって、
または一定の圧力勾配によって保持された連続的なバルク流によって、組織内に導入する
ことができる。
【００９２】
　本発明は、上述のカテーテル誘導装置を使用して送達される生物活性剤も記載する。生
物活性剤は、放射化学剤、化学療法剤、または他の小分子、抗体、タンパク質、ペプチド
、オリゴヌクレオチドアプタマ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、または低分子干渉Ｒ
ＮＡ（ｓｉＲＮＡ）とすることができる。
【００９３】
　本願明細書に記載された装置を使用して送達することができる放射化学剤の一例は、１

２３Ｉ－ヨードウリジンデオキシリボシドまたは１２５Ｉ－ヨードウリジンデオキシリボ
シド（１２３ＩＵＤＲまたは１２５ＩＵＤＲ）のような、オージェ電子放射体である。本
例では、放射性１２３Ｉ－、または１２５Ｉ－原子は、化学物質（例、ウリジンデオキシ
リボヌクレオシド）内に組み込まれ、細胞が取り込んで、標的細胞内の新しく合成したＤ
ＮＡ内に組み込まれるように適合される。本例では、標的細胞は、ＤＮＡ合成に係わる治
療野内のあらゆる細胞と定義される。短距離オージェ電子は、染色体に組み込まれると、
最適に位置決めされて、ＤＮＡを含有する細胞内のＤＮＡに破壊的な影響を直接及ぼし、
周辺の細胞への副次的損害を最小限に抑える。
【００９４】
　デオキシリボヌクレオシドを放射する多数のオージェ電子を使用することができ、これ
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に限定されないが、５－［１２５Ｉ］－ヨードウリジン　２’デオキシリボヌクレオシド
、５－［１２３Ｉ］－ヨードウリジン　２’デオキシリボヌクレオシド、５－［１２４Ｉ
］－ヨードウリジン　２’デオキシリボヌクレオシド、５－［７７Ｂｒ］－ブロモウリジ
ン　２’デオキシリボヌクレオシド、５－［８０ｍＢｒ］－ブロモウリジン　２’デオキ
シリボヌクレオシド、８－［１２５Ｉ］－ヨードウリジン　２’デオキシリボヌクレオシ
ド、および５－［８０ｍＢｒ］－ブロモアデニン　２’デオキシリボヌクレオシドが挙げ
られる。加えて、デオキシリボヌクレオシドを放射するα粒子を使用することができ、こ
れに限定されないが、５－［２１３Ｂｉ］－ビスマスウリジン　２’デオキシリボヌクレ
オシド、および５－［２１１Ａｔ］－アスタチンウリジン　２’デオキシリボヌクレオシ
ドが挙げられる。
【００９５】
　加えて、上述のヌクレオシド類似体のあらゆるプロドラッグも、本願明細書に記載され
た装置を使用して送達することができるものと理解されよう。これは、ヌクレオシドのリ
ボース部分上に５’および３’水酸基を伴うリン酸塩およびカルボニルエステル類の広範
な選択肢を含む。例えば、米国特許第２００５００６９４９５号（Ｂａｒａｎｏｗｓｋａ
－Ｋｏｒｔｙｌｅｗｉｃｚ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃａｎｃｅｒ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒａｄｉ
ｏｌａｂｅｌｅｄ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅｓ　ｒｅｇｕｌａｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｃｅｌ
ｌ　ｃｙｃｌｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｄｉａｇｃｏｓｉｓ　
ｏｆ　ｃａｎｃｅｒ）を参照のこと。このようなプロドラッグは、ヌクレアーゼによって
、多くの場合は遍在するエステラーゼによって加水分解され、それによって、当該ヌクレ
オシドの活性体を放出するが、該活性体は、細胞が取り込んだ後に再度リン酸化され、細
胞ＤＮＡＤＮＡポリメラーゼによって認識され、その後新しく合成したＤＮＡ内に組み込
まれる。上述の核種放射オージェまたはα粒子を含有するヌクレオシド類似体の種々の化
学修飾体は、本願明細書に記載された装置を使用して送達できるものと理解されよう。例
えば、３’デオキシリボースを含有するヌクレオシドは、連鎖停止前に、ＤＮＡの成長ス
トランドの末端位置に組み込むことができる。最後に、１２３ＩＵＤＲまたは１２５ＩＵ
ＤＲのようなデオキシヌクレオシド類似体のリボースまたは塩基部分は、新しく合成した
ＤＮＡへのそれらの組み込みを必然的に妨げることなく、多数の方法で修飾することがで
きるものと理解されよう。
【００９６】
　本願明細書に引用した全ての刊行物、特許、および特許文献は、個々に参照して援用さ
れたかのように、参照することにより本願明細書に援用される。何らかの矛盾が生じた場
合、あらゆる定義をその中に含む本開示を優先する。本発明は、種々の非限定的な例およ
び実施形態を参照して説明した。しかしながら、本発明の精神と範囲を維持したまま、多
数の変形および改良を行うことができるものと理解されたい。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月22日(2009.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
生物活性剤の加圧液体溶液を患者の標的組織内に送達するためのカテーテルアレイシステ
ムであって；該システムは、
　各カテーテルが、直線または曲線の中空管を備え、該カテーテルを生体組織内に挿入し
、前記生物活性剤の前記加圧溶液を前記管を通じて前記組織内に送達するように適合され
た、複数の生体適合性カテーテル
を備え、
　前記アレイシステムは、前記生物活性剤の前記溶液が加圧下で前記標的組織の容量に略
均一に送達されるような、空間的に画定されたアレイを提供するように、前記組織内に設
置されるように適合される、
カテーテルアレイシステム。
【請求項２】
前記複数のカテーテルのそれぞれをテンプレートに隣接した組織内に設置するように誘導
して、前記組織内に空間的に画定されたカテーテルアレイを形成するように適合された、
カテーテル誘導テンプレートを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記複数のカテーテルのそれぞれを、個々に、もしくはまとめて、組織内に設置するよう
に適合された、予備成形されたカテーテルアレイを備える、請求項１に記載のシステムで
あって、組織内に設置された前記複数のカテーテルの配向は、据え付け前の前記カテーテ
ルの相対的配向により決定される、システム。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載のシステムであって、各カテーテルは、前記組織内へ
の貫通のための遠位部分と、前記溶液が前記中空管の内部から前記組織内へ通過すること
ができる少なくとも１つのポートと、前記溶液を前記カテーテルの前記中空管を通過させ
る中間部分と、前記溶液を水圧下で溶液源から受容するように適合された基部とを備える
、システム。
【請求項５】
請求項２に記載のシステムであって、前記カテーテル誘導テンプレートは、複数のカテー
テル誘導案内面のチャネルを備え、各誘導案内面のチャネルは、前記複数のカテーテルを
挿入したときに、前記カテーテルが、前記空間的に画定されたカテーテルアレイを前記組
織内に形成するように、前記組織内へ挿入するために前記チャネルを通じて１つ以上のカ
テーテルの運動を誘導するように適合される、システム。
【請求項６】
請求項１～３のいずれか１項に記載のシステムであって、前記溶液が、各カテーテルの前
記中空管を通過して前記組織内に入ることができるように、前記溶液を、加圧下で、前記
複数のカテーテルのそれぞれに送達するマニホールドをさらに備える、システム。
【請求項７】
請求項６に記載のシステムであって、さらに、前記マニホールドを介して前記複数のカテ
ーテルのそれぞれに前記溶液を送達するように適合された加圧液体供給システムを備え、
前記液体供給システムは、前記溶液に圧力を印加するように適合された加圧器を備える、
システム。
【請求項８】
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前記生物活性剤を、前記標的組織内の前記溶液のバルク流または対流増加送達を生じるの
に十分な流体の流速で送達するように適合された、請求項１～３のいずれか１項に記載の
システム。
【請求項９】
請求項８に記載のシステムであって、前記標的組織内への前記流体の流速が、０．５μｌ
／分～１５μｌ／分の範囲である、システム。
【請求項１０】
請求項３に記載のシステムであって、カテーテル挿入の誘導が、前記組織内でのその最終
的な配向を決定する、前記個々のカテーテルの固有の物理的特徴または特性によって提供
される、システム。
【請求項１１】
請求項１～３のいずれか１項に記載のシステムであって、前記複数のカテーテルが、しば
らくの間、前記組織内に残留させるように適合される、システム。
【請求項１２】
前記カテーテル誘導テンプレートおよび誘導テンプレートが、存在する場合、生体適合性
表面を備える、請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
カテーテル誘導ワイヤをさらに備え、前記誘導ワイヤが、前記カテーテルの前記組織内へ
の挿入に対する剛性および強度を提供するように、各誘導ワイヤが、それぞれのカテーテ
ルの前記中空管内に嵌合するように適合される、請求項１～３のいずれか１項に記載のシ
ステム。
【請求項１４】
各誘導ワイヤは、前記液体を前記カテーテルを通じて前記組織内に送達する前に、前記設
置されたカテーテルから続けて除去するように適合される、請求項１３に記載のシステム
。
【請求項１５】
請求項１３に記載のシステムであって、各誘導ワイヤは、前記液体を前記カテーテルを通
じて前記組織内に送達する間、その場所に残留するように適合される、システム。
【請求項１６】
前記生物活性剤は、薬剤または放射性物質を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の
システム。
【請求項１７】
前記生物活性剤は、オージェ電子放射体を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載のシ
ステム。
【請求項１８】
前記生物活性剤は、１２３Ｉ－ＩＵＤＲもしくは１２５Ｉ－ＩＵＤＲ、または、１２３Ｉ
標識化、１２５Ｉ標識化、２１１Ａｔ標識化、２１３Ｂｉ標識化、８０ｍＢｒ標識化、１

２４Ｉ標識化もしくは７７Ｂｒ標識化ヌクレオシド類似体を含む放射性標識化ヌクレオシ
ドまたは放射性標識化ヌクレオシド類似体、あるいは、その任意のプロドラッグを含む、
請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１９】
請求項１７に記載のシステムであって、前記オージェ電子放射体が、オージェ電子を放出
するデオキシリボヌクレオチドまたはその類似体である放射標識化ヌクレオシドまたは放
射標識化ヌクレオシド類似体を含む、システム。
【請求項２０】
請求項１６に記載のシステムであって、前記放射性物質が、５－［１２５Ｉ］－ヨードウ
リジン　２’デオキシリボヌクレオシド、５－［１２３Ｉ］－ヨードウリジン　２’デオ
キシリボヌクレオシド、５－［１２４Ｉ］－ヨードウリジン　２’デオキシリボヌクレオ
シド、５－［７７Ｂｒ］－ブロモウリジン　２’デオキシリボヌクレオシド、５－［８０

ｍＢｒ］－ブロモウリジン　２’デオキシリボヌクレオシド、８－［１２５Ｉ］－ヨード
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アデニン　２’デオキシリボヌクレオシド、５－［８０ｍＢｒ］－ブロモアデニン　２’
デオキシリボヌクレオシド、５－［２１３Ｂｉ］－ビスマスウリジン　２’デオキシリボ
ヌクレオシド、または５－［２１１Ａｔ］－アスタチンウリジン　２’デオキシリボヌク
レオシドである、システム。
【請求項２１】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記組織内に配置された、並列または放射
状のカテーテルアレイを備える、請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２２】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２組のカテーテルを備え、１組
のカテーテルは並列アレイで前記組織を貫通し、第２組のカテーテルは、第２の並列アレ
イで前記組織を貫通し、前記第１および第２の並列アレイは相互に並列ではない、請求項
１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２３】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２組のカテーテルを備え、１組
のカテーテルは、第２組のカテーテルが貫通するよりも長い距離まで、前記組織を貫通す
る、請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２４】
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２つのカテーテルを備え、各カ
テーテルは、各カテーテルに特有の距離まで前記組織を貫通する、請求項１～３のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項２５】
前記カテーテル誘導テンプレートは、バルーンと可撓性の誘導案内面とを備え、膨張した
前記バルーンが前記誘導テンプレートを形成し、また、前記カテーテルの前記誘導案内面
を通じた前記組織内への挿入を誘導するように前記誘導案内面を位置決めして、前記空間
的に画定されたアレイを形成するように、前記バルーンは、前記誘導テンプレートを前記
組織上に配置した後に膨張するように適合される、請求項２に記載のシステム。
【請求項２６】
前記カテーテルアレイが前記誘導テンプレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む
前記組織内に設置することができるように、前記バルーンは、膨張して、前記空隙を略満
たすように適合される、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
前記カテーテル誘導テンプレートは、可撓性の誘導案内面を備え、また、複数の可撓性の
リブをさらに備え、前記複数の可撓性のリブは、前記カテーテルアレイが、前記誘導テン
プレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む前記組織内に、前記誘導案内面を通じ
て設置することができるように、前記組織の空隙に合うように、加圧下で曲がるように構
成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項２８】
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、カテーテルごとに２つ以上のポートを有
する、請求項４に記載のシステム。
【請求項２９】
前記誘導案内面のチャネルのうちの少なくともいくつかは、２つ以上のカテーテルを誘導
するように適合される、請求項２に記載のシステム。
【請求項３０】
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記組織内への挿入時に、組織の損傷を
最小限に抑えるように適合された、軟質の先端部をそれぞれ有する、請求項１～３のいず
れか１項に記載のシステム。
【請求項３１】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記カテーテルの設置によって前
記組織内に作られた開口部を通じて、前記組織の外の前記カテーテルによって放出された
前記液体の逆流を抑制するように適合された、遮断構造体をさらに備える、請求項１～３
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のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項３２】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、それぞれが可撓性の継手をさらに
備える、請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項３３】
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、非円形断面を有する、請求項１～
３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項３４】
前記非円形断面は、四角形、三角形、五角形、六角形、または星形の断面である、請求項
３３に記載のシステム。
【請求項３５】
各カテーテルは、各カテーテルのそれぞれのポートからの前記溶液の流速または流量を制
御するように適合された、流れ調節装置を備える、請求項１～３のいずれか１項に記載の
システム。
【請求項３６】
各カテーテルは、各カテーテルの前記それぞれのポートからの前記溶液の流速または流量
を均一にするように適合された、流れ調節装置を備える、請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
前記液体供給システムは、前記液体溶液の前記組織内への放出の流速または圧力を、経時
的に一定または非一定のプロファイルで送達するように適合される、請求項７に記載のシ
ステム。
【請求項３８】
前記液体溶液の前記組織内への放出の前記流速または圧力の前記プロファイルは、経時的
に一定である、請求項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
前記プロファイルは、繰り返し断続的な、一時的な、パルス状の、曲線状の、または段階
状の、放出の流速または圧力である、請求項３７に記載のシステム。
【請求項４０】
前記システムと、任意のマニホールドおよび加圧器とは、略全体に前記患者の体内に据え
付けられるように適合される、請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項４１】
前記標的組織に送達するための、第２の生物活性剤を投与するように適合された、請求項
１６に記載のシステム。
【請求項４２】
前記放射性物質および前記第２の生物活性剤は、並行して投与される、請求項４１に記載
のシステム。
【請求項４３】
前記放射性物質および前記第２の生物活性剤が、並行して投与されない、請求項４１に記
載のシステム。
【請求項４４】
請求項１～３のいずれか１項に記載のシステムでの使用に適合されたカテーテル。
【請求項４５】
請求項２に記載のシステムでの使用に適合されたカテーテル誘導テンプレート。
【請求項４６】
請求項３に記載のシステムでの使用に適合された液体供給システムもしくはマニホールド
またはこれらの組合せ。
【請求項４７】
癌の治療のために患者の標的組織に生物活性剤の溶液を加圧下で送達するための、請求項
１～３のいずれか１項に記載のシステム。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　好適な生物活性剤は放射性物質（ｒａｄｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｇｅｎｔ）であり、１

２３Ｉまたは１２５Ｉのようなオージェ電子を放射する同位元素とすることができ、それ
が配置された組織に生じさせる損傷範囲が狭いので、健常な組織への望ましくない放射線
損傷を制限する。オージェ電子を放射する同位元素は、標的組織内の癌性細胞の細胞構造
体内に組み込まれるように適合された分子の一部とすることができ、例えば、ヌクレオチ
ド類似体を放射性標識化して、本発明の方法の使用に適した生物活性構造を提供すること
ができる。１２５Ｉ－ヨードウリジンデオキシリボシド（ＩＵＤＲ）は、一例である。
本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
生物活性剤の液体溶液を患者の標的組織内に送達するためのカテーテルアレイシステムで
あって、
　各カテーテルが、直線または曲線の中空管を備え、該カテーテルを生体組織内に挿入し
、しばらくの間、前記組織内に残留させて、前記生物活性剤の前記溶液を前記管を通じて
前記組織内に送達するように適合された、複数の生体適合性カテーテルと、
　前記複数のカテーテルのそれぞれをテンプレートに隣接した組織内に設置するように誘
導して、前記組織内に空間的に画定されたカテーテルアレイを形成するように適合された
、カテーテル誘導テンプレートと、
　マニホールドを介して前記複数のカテーテルのそれぞれに液体を送達するように適合さ
れた、加圧液体供給システムと、
を備え、
　各カテーテルは、前記組織内への挿入のための遠位部分と、前記溶液が前記中空管の内
部から前記組織内へ通過することができる少なくとも１つのポートと、前記誘導テンプレ
ートによる前記組織内への挿入を目的として適合された中間部分と、前記加圧液体供給シ
ステムの前記マニホールドへの接続に適合された基部とを備え、
　前記カテーテル誘導テンプレートは、複数のカテーテル誘導案内面のチャネルを備え、
各誘導案内面のチャネルは、前記複数のカテーテルを挿入したときに、前記カテーテルが
、前記空間的に画定されたカテーテルアレイを前記組織内に形成するように、前記組織内
へ挿入するために前記チャネルを通じて１つ以上のカテーテルの運動を誘導するように適
合され、
　前記液体供給システムは、
　　前記液体溶液に圧力を印加するように適合された加圧器と、
　　前記液体が、各カテーテルの前記中空管を通過して前記組織内に入ることができるよ
う、前記液体を、加圧下で、前記複数のカテーテルのそれぞれの前記基部に送達するマニ
ホールドとを備える、
カテーテルアレイシステム。
（項目２）
項目１に記載のシステムでの使用に適合されたカテーテル。
（項目３）
項目１に記載のシステムでの使用に適合されたカテーテル誘導テンプレート。
（項目４）
項目１に記載のシステムでの使用に適合された液体供給システム。
（項目５）
項目１に記載のシステムでの使用に適合されたマニホールド。
（項目６）
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前記カテーテル誘導テンプレートは、生体適合性表面を備える、項目１に記載のシステム
。
（項目７）
項目１に記載のシステムを使用して患者の生体組織内に据え付けられた、空間的に画定さ
れたカテーテルのアレイ。
（項目８）
カテーテル誘導ワイヤをさらに備え、前記誘導ワイヤが、前記カテーテルの前記組織内へ
の挿入に対する剛性および強度を提供するように、各誘導ワイヤが、それぞれのカテーテ
ルの前記中空管内に嵌合するように適合される、項目１に記載のシステム。
（項目９）
各誘導ワイヤは、前記液体を前記カテーテルを通じて前記組織内に送達する前に、前記設
置されたカテーテルから続けて除去するように適合させることができる、項目８に記載の
システム。
（項目１０）
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記組織内に配置された、並列または放射
状のカテーテルアレイを備える、項目１に記載のシステム。
（項目１１）
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２組のカテーテルを備え、１組
のカテーテルは並列アレイで前記組織を貫通し、第２組のカテーテルは第２の並列アレイ
で前記組織を貫通し、前記第１および第２の並列アレイは相互に並列ではない、項目１に
記載のシステム。
（項目１２）
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２組のカテーテルを備え、１組
のカテーテルは、第２組のカテーテルが貫通するよりも長い距離まで、前記組織を貫通す
る、項目１に記載のシステム。
（項目１３）
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２つのカテーテルを備え、各カ
テーテルは、各カテーテルに特有の距離まで前記組織を貫通する、項目１に記載のシステ
ム。
（項目１４）
前記カテーテル誘導テンプレートは、バルーンと可撓性の誘導案内面とを備え、膨張した
前記バルーンが前記誘導テンプレートを形成し、また、前記カテーテルの前記誘導案内面
を通じた前記組織内への挿入を誘導するように前記誘導案内面を位置決めして、前記空間
的に画定されたアレイを形成するように、前記バルーンは、前記誘導テンプレートを前記
組織上に配置した後に膨張するように適合される、項目１に記載のシステム。
（項目１５）
前記カテーテルアレイが前記誘導テンプレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む
前記組織内に設置することができるように、前記バルーンは、膨張して、前記空隙を略満
たすように適合される、項目１４に記載のシステム。
（項目１６）
前記カテーテル誘導テンプレートは、可撓性の誘導案内面を備え、また、複数の可撓性の
リブをさらに備え、前記複数の可撓性のリブは、前記カテーテルアレイが、前記誘導テン
プレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む前記組織内に、前記誘導案内面を通じ
て設置することができるように、前記空隙を略満たすように、加圧下で曲がるように構成
される、項目１に記載のシステム。
（項目１７）
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、カテーテルごとに２つ以上のポートを有
する、項目１に記載のシステム。
（項目１８）
前記誘導案内面のチャネルのうちの少なくともいくつかは、２つ以上のカテーテルを誘導
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するように適合される、項目１に記載のシステム。
（項目１９）
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記組織内への挿入時に、組織の損傷を
最小限に抑えるように適合された、軟質の先端部をそれぞれ有する、項目１に記載のシス
テム。
（項目２０）
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記カテーテルの設置によって前
記組織内に作られた開口部を通じて、前記組織の外の前記カテーテルによって放出された
前記液体の逆流を抑制するように適合された、遮断構造体をさらに備える、項目１に記載
のシステム。
（項目２１）
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、それぞれが可撓性の継手をさらに
備える、項目１に記載のシステム。
（項目２２）
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、非円形断面を有する、項目１に記
載のシステム。
（項目２３）
前記非円形断面は、四角形、三角形、五角形、六角形、または星形の断面である、項目２
２に記載のシステム。
（項目２４）
各カテーテルは、各カテーテルの前記それぞれのポートからの前記溶液の流速または流量
を制御するように適合された、流れ調節装置を備える、項目１に記載のシステム。
（項目２５）
各カテーテルは、各カテーテルの前記それぞれのポートからの前記溶液の流速または流量
を均一にするように適合された、流れ調節装置を備える、項目２４に記載のシステム。
（項目２６）
前記液体供給システムは、前記液体溶液の前記組織内への放出の流速または圧力を、経時
的に一定または非一定のプロファイルで送達するように適合される、項目１に記載のシス
テム。
（項目２７）
前記液体溶液の前記組織内への放出の前記流速または圧力の前記プロファイルは、経時的
に一定である、項目２６に記載のシステム。
（項目２８）
前記プロファイルは、繰り返し断続的な、一時的な、パルス状の、曲線状の、または段階
状の、放出の流速または圧力である、項目２６に記載のシステム。
（項目２９）
少なくとも１つのカテーテル、または誘導テンプレートは、定位設置のために、ＲＦ放射
プローブを可逆的に取り付けるように適合される、項目１に記載のシステム。
（項目３０）
前記システムは、略全体に前記患者の体内に据え付けられるように適合される、項目１に
記載のシステム。
（項目３１）
前記生物活性剤は、薬剤または放射性物質を含む、項目１に記載のシステム。
（項目３２）
前記放射性物質は、オージェ電子放射体を備える、項目３１に記載のシステム。
（項目３３）
前記放射性物質は、１２３Ｉ－ＩＵＤＲまたは１２５Ｉ－ＩＵＤＲを含む、項目３１に記
載のシステム。
（項目３４）
前記放射性物質は、放射性標識化ヌクレオシド類似体、または放射性標識化ヌクレオシド
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類似体のプロドラッグを含む、項目３１に記載のシステム。
（項目３５）
前記カテーテルアレイシステムによって送達するための、第２の生物活性剤をさらに含む
、項目３１または３３に記載のシステム。
（項目３６）
前記放射性物質および前記第２の生物活性剤は、並行して投与される、項目３５に記載の
システム。
（項目３７）
項目１に記載のカテーテルアレイシステムを使用した、生物活性剤の溶液の組織内への送
達が医学的に指示された異常状態の患者を治療する方法であって、
　前記テンプレートが、前記生物活性剤の前記溶液の前記組織内への送達の標的となる組
織に隣接するように、前記カテーテル誘導テンプレートを、前記患者の前記標的組織内に
、または前記標的組織に隣接して設置するステップと、
　各カテーテルが、それぞれの誘導案内面によって、前記標的組織内の位置に向けられ、
前記空間的に画定されたカテーテルアレイを形成するように、複数のカテーテルのそれぞ
れを、前記テンプレートを通じて挿入するステップと、
　加圧液体を前記カテーテルを通じて前記標的組織に送達させることができるように、前
記液体供給システムを各カテーテルの前記基部に接続するステップと、
　加圧下で、前記生物活性剤の溶液を含む液体を、前記液体供給システムから、複数のカ
テーテルを通じて前記ポートを経由して前記標的組織内に供給するステップと、
を含む、方法。
（項目３８）
前記カテーテル誘導テンプレートは、生体適合性表面を含む、項目３７に記載の方法。
（項目３９）
前記複数のカテーテルのうちのいくつかは、カテーテル誘導ワイヤを備え、前記誘導ワイ
ヤが前記カテーテルの前記組織内への挿入に対する剛性および強度を提供するように、各
誘導ワイヤが、前記それぞれのカテーテルの前記中空管内に嵌合するように適合され、各
誘導ワイヤは、前記液体を前記カテーテルを通じて前記組織内に送達する前に、前記設置
されたカテーテルから続けて除去するように適合させることができる、項目３７に記載の
方法。
（項目４０）
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記組織内に配置された、並列のカテーテ
ルアレイを備える、項目３７に記載の方法。
（項目４１）
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記組織内に配置された、放射状のカテー
テルアレイを備える、項目３７に記載の方法。
（項目４２）
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、前記複数のカテーテルの少なくとも２つの
サブセットを備え、１つのカテーテルのサブセットは並列アレイで前記組織を貫通し、第
２のカテーテルのサブセットは第２の並列アレイで前記組織を貫通し、前記第１および第
２の並列アレイは相互に並列ではない、項目３７に記載の方法。
（項目４３）
前記空間的に画定されたカテーテルアレイは、少なくとも２組のカテーテルを備え、前記
組織内にカテーテルを挿入する前記ステップにおいて、１組のカテーテルは、第２組のカ
テーテルが貫通するよりも長い距離、前記組織を貫通する、項目３７に記載の方法。
（項目４４）
前記空間的に画定されたカテーテルは、少なくとも２つのカテーテルを備え、各カテーテ
ルは、各カテーテルに特有の距離まで前記組織を貫通する、項目３７に記載の方法。
（項目４５）
前記カテーテル誘導テンプレートは、バルーンと可撓性の誘導案内面とを備え、膨張した
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前記バルーンが、前記誘導テンプレートを形成し、また、前記カテーテルの前記誘導案内
面を通じた前記組織内への挿入を誘導するように前記誘導案内面を位置決めして、前記空
間的に画定されたアレイを形成するように、前記バルーンが、前記誘導テンプレートを前
記組織上に配置した後に膨張するように適合される、項目３７に記載の方法。
（項目４６）
前記カテーテルアレイが前記誘導テンプレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む
前記組織内に設置することができるように、前記バルーンは、膨張して、前記空隙を略満
たすように適合される、項目４５に記載の方法。
（項目４７）
前記カテーテル誘導テンプレートは、可撓性の誘導案内面を備え、また、複数の可撓性の
リブをさらに備え、前記複数の可撓性のリブは、前記カテーテルアレイが、前記誘導テン
プレートが内部に配置される組織の空隙を直接囲む前記組織内に、前記誘導案内面を通じ
て設置することができるように、前記空隙を略満たすように、加圧下で曲がるように適合
される、項目３７に記載の方法。
（項目４８）
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、カテーテルごとに２つ以上のポートを有
する、項目３７に記載の方法。
（項目４９）
個々のカテーテル誘導案内面は、カテーテル誘導案内面ごとに２つ以上のカテーテルを含
む、項目３７に記載の方法。
（項目５０）
前記カテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記組織内への挿入時に、組織の損傷を
最小限に抑えるように適合された、先端部をそれぞれ有する、項目３７に記載の方法。
（項目５１）
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、前記カテーテルの設置によって前
記組織内に作られた開口部を通じて、前記組織からの前記カテーテルによって放出された
前記液体の流れを抑制するように適合された、遮断構造体をさらに備える、項目３７に記
載の方法。
（項目５２）
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、可撓性の膨張構造体をさらに備え
る、項目３７に記載の方法。
（項目５３）
前記複数のカテーテルのうちの少なくともいくつかは、非円形断面を有する、項目３７に
記載の方法。
（項目５４）
前記非円形断面は、四角形、三角形、五角形、六角形、または星形の断面である、項目５
３に記載の方法。
（項目５５）
前記液体供給システムは、前記生物活性剤の前記液体溶液の前記組織内への放出の流速ま
たは圧力を、経時的に一定または非一定のプロファイルで送達するように適合される、項
目３７に記載の方法。
（項目５６）
前記液体溶液の前記組織内への放出の前記流速または圧力の前記プロファイルは、経時的
に一定である、項目５５に記載の方法。
（項目５７）
前記プロファイルは、断続的な、パルス状の、曲線状の、または段階状の、放出の流速ま
たは圧力である、項目５５に記載の方法。
（項目５８）
各カテーテルは、各カテーテルの前記それぞれのポートまたは複数のポートからの前記溶
液の流速または流量を制御または均一にするように適合された、それぞれの流れ調節装置
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を備える、項目３７に記載の方法。
（項目５９）
第２の生物活性剤を前記患者に投与するステップをさらに含む、項目３７に記載の方法。
（項目６０）
前記第２の生物活性剤は、溶液中に存在する、項目５９に記載の方法。
（項目６１）
前記第２の生物活性剤は、第２の溶液中に存在し、第２の複数のカテーテルは、前記複数
のカテーテルに近接して前記患者の前記生体組織内に設置され、前記第２の溶液は、前記
第２の複数のカテーテルを通じて前記組織に供給される、項目５９に記載の方法。
（項目６２）
前記第２の生物活性剤は、前記複数のカテーテル以外の経路によって前記患者に投与され
る、項目５９に記載の方法。
（項目６３）
前記第２の生物活性剤は、前記生物活性剤の溶液と並行して投与される、項目５９に記載
の方法。
（項目６４）
前記第２の生物活性剤は、前記生物活性剤の溶液と非並行に投与される、項目５９に記載
の方法。
（項目６５）
前記患者に、化学療法剤を投与するか、または外部源もしくは据え付けられた放射性線源
から電離放射線を投与するステップをさらに含む、項目３７に記載の方法。
（項目６６）
ヌクレオシド類似体の局所的な代謝および／またはクリアランスを抑制することができる
薬剤を前記患者に投与するステップをさらに含む、項目３７に記載の方法。
（項目６７）
非標的組織を保護するために、非放射性のヨウ化物、チミジン、またはチミジン誘導体を
前記患者に投与するステップをさらに含む、項目３７に記載の方法。
（項目６８）
放射性ＩＵＤＲと共に非放射性ＩＵＤＲを投与して、標的組織内への組み込みを容易にす
るステップをさらに含む、項目３７に記載の方法。
（項目６９）
生物活性剤を含まない溶液を投与し、その後に前記生物活性剤の前記溶液を投与するステ
ップをさらに含む、項目３７に記載の方法。
（項目７０）
前記生物活性剤は、１２３Ｉ－ＩＵＤＲまたは１２５Ｉ－ＩＵＤＲを含み、前記生物活性
剤を含まない溶液は、生理食塩水を含む、項目６９に記載の方法。
（項目７１）
前記カテーテルアレイは、前記生物活性剤を前記標的組織に略均一のレベルで送達するよ
うに、前記組織内に挿入するステップによって配置される、項目３７に記載の方法。
（項目７２）
前記異常状態は、腫瘍形成を含む、項目３７に記載の方法。
（項目７３）
前記異常状態は、末期の局所的固形腫瘍を含む、項目３７に記載の方法。
（項目７４）
前記異常状態は、脳腫瘍を含む、項目３７に記載の方法。
（項目７５）
前記異常状態は、悪性神経膠腫を含む、項目７４に記載の方法。
（項目７６）
前記異常状態は、腫瘍プラークを含む、項目３７に記載の方法。
（項目７７）
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前記異常状態は、卵巣腫瘍を含む、項目３７に記載の方法。
（項目７８）
ＲＦ放射プローブを、少なくとも１つのカテーテル、または誘導テンプレートに可逆的に
取り付けて、前記標的組織内での前記カテーテルまたはカテーテルアレイの定位設置を誘
導するステップをさらに含む、項目３７に記載の方法。



(46) JP 2010-500103 A 2010.1.7

10

20

30

40

【国際調査報告】



(47) JP 2010-500103 A 2010.1.7

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(
BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,
CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,K
P,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU
,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100078282
            弁理士　山本　秀策
(74)代理人  100062409
            弁理士　安村　高明
(74)代理人  100113413
            弁理士　森下　夏樹
(72)発明者  マツウラ，　ジェームス　イー．
            アメリカ合衆国　コロラド　８０５２５，　フォート　コリンズ，　ストーンリッジ　ドライブ　
            ４２４４
(72)発明者  ウォレン，　スティーブン　エル．
            アメリカ合衆国　コロラド　８０５２６，　フォート　コリンズ，　ウエストフィールド　コート
            　３９１４
(72)発明者  リリヘイ，　ケビン
            アメリカ合衆国　コロラド　８０１１２，　エングルウッド，　ハニー　ローカスト　ドライブ　
            ４２７５
Ｆターム(参考) 4C167 AA02  BB02  BB04  BB08  BB09  BB40  CC12  CC30  DD04  EE01 
　　　　 　　        EE20 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

