
JP 5595990 B2 2014.9.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植え込み型弁において、
　弁入口と弁出口との間で流体の流れを流通状態で受け入れるよう構成された弁ハウジン
グと、
　前記弁ハウジング内に設けられていて、前記弁ハウジングを通って流れる流体の流量を
制御するように構成された弁組立体と、
　前記弁ハウジング内に設けられていて、前記弁ハウジングを通って流れる流体の圧力を
測定するように構成されたセンサと、
　を具備し、
　前記センサは、圧力センサ組立体内に設けられ、前記圧力センサ組立体は、前記弁ハウ
ジング内に設けられていて、前記弁入口および前記弁出口と流体連通状態にあり、
　前記圧力センサ組立体は、リザーバが中に画定されたドーム状部分を含み、前記センサ
は、前記リザーバを通って流れる流体の圧力を測定するよう構成され、
　前記圧力センサ組立体は、該圧力センサ組立体内に設けられていて、前記ドーム状部分
と前記センサとの間に位置決めされた針ガードを含み、前記針ガードは、前記センサを前
記ドーム状部分を通って刺入されている針から保護するように構成されている、植え込み
型弁。
【請求項２】
　請求項１記載の植え込み型弁において、
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　前記センサは、検出された圧力を外部読み取り装置に伝達するよう構成されたアンテナ
に結合されている、植え込み型弁。
【請求項３】
　請求項２記載の植え込み型弁において、
　前記センサは、流体不透過性被膜で被覆されている、植え込み型弁。
【請求項４】
　請求項１記載の植え込み型弁において、
　前記針ガードは、該針ガード内に形成されていて、前記センサの一部を前記リザーバを
通って流れる流体にさらすよう構成された開口部を含む、植え込み型弁。
【請求項５】
　請求項１記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサ組立体は、前記センサを着座させるよう構成されたワッシャを含む、植
え込み型弁。
【請求項６】
　請求項５記載の植え込み型弁において、
　前記センサは、コイル状アンテナに結合され、前記センサおよび前記コイル状アンテナ
は、前記ワッシャに形成された中央開口部内に受け入れられるよう構成された、植え込み
型弁。
【請求項７】
　請求項１記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサ組立体は、前記弁入口内に流れ込む流体を受け入れるよう構成された入
口管および流体を前記弁出口に送り出すよう構成された出口管を含む、植え込み型弁。
【請求項８】
　請求項７記載の植え込み型弁において、
　前記弁組立体は、前記圧力センサ組立体の前記出口管と前記弁出口との間に設けられて
いる、植え込み型弁。
【請求項９】
　植え込み型弁において、
　圧力センサを含む圧力センサ組立体を有するハウジングであって、該ハウジング内に設
けられた弁組立体をさらに有する、ハウジング、
　を具備し、
　前記圧力センサ組立体は、前記ハウジングを通って流れる流体の圧力を測定するよう構
成されており、前記弁組立体は、前記ハウジングを通って流れる流体の流量を制御するよ
う構成されており、
　前記圧力センサ組立体は、ドーム状部分を有するハウジングを含み、前記ドーム状部分
は、その中に流体の流れを流通状態で受け入れるリザーバを画定し、前記圧力センサは、
前記リザーバを通って流れる流体の圧力を測定するよう構成され、
　前記圧力センサ組立体は、該圧力センサ組立体内に設けられていて、前記センサを前記
ドーム状部分を通って刺入されている針から保護するよう構成されたガード部材を含み、
前記ガード部材は、前記ドーム状部分と前記センサとの間に位置決めされている、植え込
み型弁。
【請求項１０】
　請求項９記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサは、アンテナに結合されている、植え込み型弁。
【請求項１１】
　請求項１０記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサは、前記圧力センサが流体不透過性であるように前記圧力センサの周り
に設けられた被膜を含む、植え込み型弁。
【請求項１２】
　請求項９記載の植え込み型弁において、
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　前記圧力センサ組立体は、前記センサを着座させるよう構成されたワッシャを含む、植
え込み型弁。
【請求項１３】
　請求項１２記載の植え込み型弁において、
　前記センサは、前記ワッシャに形成された中央開口部内に受け入れられる、植え込み型
弁。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔関連出願の参照〕
　本願は、“Pressure Sensing Methods and Devices”を発明の名称とする２００５年３
月１５日に出願された米国仮特許出願第６０／６６１，７５８号の優先権主張出願であり
、この米国仮特許出願を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部となす。
【０００２】
〔発明の分野〕
　本発明は、脳室カテーテルに関し、特に、圧力センサを収納したカテーテル装置および
その使用方法に関する。
【０００３】
〔発明の背景〕
　水頭症（脳水腫）は、脳脊髄液（ＣＳＦ）が脳の脳室または腔内に異常に溜まることに
より引き起こされる神経学的病体である。ＣＳＦは、透明で無色の流体であり、これは、
主として脈絡叢によって作られ、脳および脊髄の周りに存在する。ＣＳＦは常時脳の脳室
系を通って循環し、最終的に血流中へ吸収される。ＣＳＦは、脳および脊髄の保護に役立
つ。ＣＳＦは脳および脊髄を浮遊状態に保つので、このＣＳＦは、中枢神経系に対する損
傷を阻止する保護クッションまたは「ショックアブソーバ」としての役目を果たす。
【０００４】
　水頭症は、子供および大人を冒し、この水頭症は、脳内のＣＳＦの通常のドレナージま
たは排液が何らかの仕方で妨害される場合に生じる。かかる妨害は、多くの要因によって
引き起こされる場合があり、かかる要因としては、例えば、遺伝的素質、脳室内出血、頭
蓋内出血、感染症、例えば髄膜炎、頭部外傷等が挙げられる。ＣＳＦの流れの妨害の結果
として、脈絡叢により生じるＣＳＦの量とＣＳＦが血流中へ吸収される速度との間に不均
衡状態が生じ、それにより脳に加わる圧力が増大し、それにより脳室が拡張する。
【０００５】
　水頭症は、シャントシステムを外科的に挿入し、このシャントシステムがＣＳＦの流れ
を脳室から身体の別の領域に迂回させ、この領域において、ＣＳＦを循環系の一部として
吸収できる、といったことにより最も多くの場合治療される。シャントシステムは、種々
のモデルの状態で提供されており、典型的には、ほぼ同じ機能コンポーネントを共有して
いる。これらコンポーネントとしては、頭蓋に設けた穿頭孔を通って導入し、患者の脳室
内に植え込まれる脳室カテーテル、ＣＳＦをその最終的なドレナージ部位に運搬するドレ
ナージカテーテルおよび任意的に脳室からドレナージ部位へのＣＳＦの一方向流れを調節
して脳室内の通常の圧力を維持する流量制御機構、例えばシャント弁が挙げられる。脳室
カテーテルは典型的には、その長さに沿って位置決めされていて、ＣＳＦをシャントシス
テム内に流入させることができる多数の穴または細孔を有している。カテーテル挿入を容
易にするため、脳室カテーテルのルーメン内に設けられた取り外し可能な剛性スタイレッ
トを用いてカテーテルを所望の標的場所の方へ差し向ける。変形例としてまたは追加例と
して、カテーテルの配置を助けるために先の尖っていない脳カニューレおよび剥離シース
が用いられている。
【０００６】
　脳室カテーテルの使用と関連した１つの共通の問題は、患者の脳室内の圧力を測定する
ことが困難なことにある。現在の一方法では、圧力センサをカテーテルと直列状態に且つ
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脳室の外部に配置してセンサがカテーテルを通って流れている脳脊髄液と連絡するように
する。カテーテル前後の圧力降下が無視できるので、センサは、脳室内圧力にほぼ等しい
圧力を測定することができる。この技術はこれにより比較的大型のセンサを用いることが
可能なので有利であるが、カテーテルの妨害により、圧力がセンサによって検出されるの
が妨げられる場合があり、かくして脳室内圧力の正確な測定値が得られないようになる。
【０００７】
　したがって、患者の脳室圧力を正確に測定することができる圧力センサを備えたカテー
テルが要望され続けている。
【０００８】
〔発明の概要〕
　本発明は一般に、圧力を測定し、より好ましくは脳室内圧力を測定する方法および装置
を提供する。これら方法および装置は、気密封止され、それにより装置を永続的に植え込
むことができ、しかも、脳室内圧力を直接的に測定でき、かくしてカテーテル中に生じる
妨害または閉塞に起因する潜在的に不正確な読みを回避するセンサ組立体を提供するので
、特に有利である。
【０００９】
　一実施形態では、感圧カテーテルが提供され、この感圧カテーテルは、細長い本体を有
し、該本体は、この本体を少なくとも部分的に貫通した内部ルーメン及びこの本体に形成
されていて、内部ルーメンと流体連通状態にある少なくとも１つの流体導入ポートを有す
る。カテーテルの遠位部分は、圧力センサを含むのがよく、この圧力センサは、圧力セン
サが外部環境の圧力を測定できるよう細長い本体の周りの外部環境に対して露出される圧
力センサの少なくとも一部を有する。例示の実施形態では、圧力センサは、流体導入ボー
トの遠位側に位置決めされる。カテーテルは、圧力センサに結合されていて、圧力センサ
からの測定圧力を外部装置に伝達するよう構成されたアンテナを更に有するのがよい。
【００１０】
　圧力センサを種々の技術を用いてカテーテルに結合することができる。或る特定の例示
の実施形態では、圧力センサを細長い本体の遠位部分の外面に結合してもよく、或いは、
これを細長い本体の外面に形成された凹部内に設けてもよい。他の例示の実施形態では、
圧力センサを細長い本体内に埋め込むのがよく、細長い本体は、これに形成されていて、
圧力センサの少なくとも一部を外部環境に露出させまたはさらす開口部を有するのがよい
。さらに別の例示の実施形態では、圧力センサを細長い本体の遠位先端部内に埋め込むこ
とができ、圧力センサの一部が、外部環境の圧力を測定するために細長い本体の遠位先端
部を越えて突き出るのがよい。他の特徴では、圧力センサを細長い本体の内部ルーメン内
に設けてもよく、この細長い本体は、これに形成されていて、圧力センサの少なくとも一
部を外部環境にさらす開口部を有するのがよい。さらに別の実施形態では、細長い本体は
、これを貫通して延びる第２の内部ルーメンを有するのがよく、圧力センサを細長い本体
の第２の内部ルーメン内に設けるのがよい。この実施形態では、細長い本体は、好ましく
はこれに形成されていて第２の内部ルーメン内に延びていて、圧力センサの少なくとも一
部を外部環境にさらす開口部を有する。
【００１１】
　圧力センサに結合されたアンテナもまた、種々の形態を有することができ、これをカテ
ーテル内に設けてもよく、カテーテル内に埋め込んでもよく、カテーテルの周りに位置決
めしてもよく、或いはカテーテルの外部に位置決めしてもよい。例示の一実施形態では、
アンテナは、コイルの形態をしており、このアンテナは、カテーテルのルーメン内にまた
はカテーテルに形成された第２のルーメン内に設けられ、カテーテル内に埋め込まれまた
はカテーテルの周りに配置される。別の例示の実施形態では、アンテナは、アンテナをカ
テーテルから距離を置いて位置決めできるようカテーテルとは別体であってその外部に位
置してもよい。しかしながら、アンテナをコネクタによりカテーテルに結合するのがよく
、このコネクタは、アンテナからカテーテルにまで延びてアンテナを圧力センサに連結す
る。
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【００１２】
　他の特徴では、感圧カテーテルの少なくとも一部は、圧力センサ、アンテナおよび（ま
たは）圧力センサとアンテナとの間に延びるコネクタを気密封止する生体適合性で流体不
透過性の被膜を有するのがよい。例示の一実施形態では、圧力センサ、アンテナおよびこ
れら相互間に延びるコネクタを被覆して気密封止センサ組立体を形成するのがよい。他の
実施形態では、圧力センサ、アンテナおよび（または）コネクタの一部のみを被覆しても
よい。例えば、使用中、流体にさらされるよう構成された圧力センサの一部を被覆するの
がよい。さらに別の実施形態では、カテーテルは、外部環境にさらされる圧力センサ、ア
ンテナおよびコネクタの任意の部分が被覆されるよう被覆するのがよい。カテーテルを被
覆する場合、カテーテルに形成された流体導入ポートは好ましくは、被膜が施されないよ
うにし、もしそうでなければ、この被膜はこの流体導入ポートを通る流体の流れを阻止す
る。用いられる特定の被膜もまた、様々であってよいが、例示の一実施形態では、被膜は
、溶剤を主成分とするシリコーンである。
【００１３】
　脳室内圧力を測定する例示の方法もまた提供される。一実施形態では、圧力センサを備
えたカテーテルの遠位部分を患者の脳室内に位置決めし、圧力センサに結合されたアンテ
ナを患者の頭皮に隣接して位置決めする。アンテナを直接カテーテルに結合してもよく、
または、アンテナをカテーテルから離すと共にその外部に設け、他方、依然としてセンサ
との通信状態を維持するようにしてもよい。この場合、カテーテルの周りの脳室圧力の読
みを圧力センサから得ることができ、読みを例えば遠隔計測的に外部装置に伝達すること
ができる。
【００１４】
　脳室内圧力センサ装置の製造方法もまた提供される。例示の一実施形態では、圧力セン
サを備えた遠位端部を有するカテーテルが形成される。圧力センサの少なくとも一部は、
圧力センサがカテーテルの周りの圧力を測定できるように構成され外部環境に露出される
。カテーテルは、カテーテルを貫通して延びる内部ルーメンと、カテーテルに形成されて
いて、内部ルーメンと流体連通状態にある少なくとも１つの流体導入ポートと、圧力セン
サに結合されていて、測定圧力を外部装置に伝達するように構成されたアンテナと、圧力
センサとアンテナとの間に延びるコネクタを有する。
【００１５】
　カテーテルは、種々の形態を取ることができ、カテーテルの好ましい製造方法は、この
形態に応じて様々であってよい。例えば、カテーテルの製造方法は、アンテナがカテーテ
ルの内部に設けられるか、カテーテル内に埋め込まれるか、カテーテルの周りに配置され
るか、またはカテーテルの外部に位置決めされるかどうかに応じて様々であってよい。ア
ンテナがカテーテルの外部に設けられる場合、例示の一実施形態では、カテーテルを該カ
テーテル内に設けられたコネクタを備えた状態で押出成形するのがよく、コネクタは、ア
ンテナに結合するようカテーテルから延びる。変形例として、アンテナがカテーテル内に
埋め込まれている場合、カテーテルをアンテナおよびコネクタの少なくとも一部がカテー
テル内に設けられた状態で押出成形してもよい。他の実施形態では、コネクタをカテーテ
ルの側壁に形成されていて、カテーテルの長さの少なくとも一部に沿って延びるスロット
内に設けてもよい。カテーテルの製造方法はまた、圧力センサの形態に応じて様々であっ
てもよい。例示の一実施形態では、カテーテルは、カテーテルの遠位端部に結合された弾
丸状先端部を有するのがよく、圧力センサの少なくとも一部は、弾丸状先端部内に設けら
れる。別の例示の実施形態では、アンテナ、コネクタおよび圧力センサを結合してセンサ
組立体を形成し、センサ組立体をこれが流体不透過性であるように被覆し、センサ組立体
をカテーテルに結合することによりカテーテルを製造することができる。センサ組立体を
カテーテルに結合するには、例えば、センサ組立体をカテーテルの外面に取り付けまたは
センサ組立体のうちの何割かまたは全てをカテーテルに形成された切欠き、スロットまた
は凹部内に位置決めするのがよい。
【００１６】
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　別の例示の実施形態では、植え込み型弁が提供され、この植え込み型弁は、この中に設
けられていて、弁ハウジングを通って流れる流体の流量を制御する弁組立体および弁組立
体内に設けられていて、弁ハウジングを通って流れる流体の圧力を測定するセンサを有す
る。このセンサは、種々の形態を取ることができるが、一実施形態では、センサは、検出
圧力を外部読み取り装置に伝達するように構成されたアンテナに結合するのがよい。例示
の実施形態では、センサおよびアンテナは、流体不透過性被膜で被覆される。
【００１７】
　別の実施形態では、センサを圧力センサ組立体内に設けてもよく、圧力センサ組立体を
弁入口および弁出口と流体連通状態をなして弁ハウジング内に設けてもよい。圧力センサ
組立体は、例えば、リザーバを画定するドーム状部分を有するのがよく、センサは、リザ
ーバを通って流れる流体の圧力を測定するように構成されているのがよい。一実施形態で
は、圧力センサ組立体は、弁入口内に流れ込む流体を受け入れるように構成された入口管
および流体を弁出口に送り出すように構成された出口管を有するのがよい。弁組立体を圧
力センサ組立体の出口管と弁出口との間に設けるのがよい。
【００１８】
　他の特徴では、圧力センサ組立体は、該圧力センサ組立体内に設けられていて、ドーム
状部分とセンサとの間に位置決めされた針ガードを有するのがよい。針ガードは、センサ
をドーム状部分を通って刺入されている針から保護するように構成されているのがよい。
例示の一実施形態では、針ガードは、該針ガード内に形成されていて、センサの一部をリ
ザーバを通って流れる流体にさらすように構成されている開口部を有するのがよい。別の
実施形態では、圧力センサ組立体は、センサを着座させるようになったワッシャを有する
のがよい。センサは、コイル状アンテナに結合され、コイル状アンテナは、ワッシャに形
成された中央開口部内に受け入れられるように構成されているのがよい。
【００１９】
　脳室圧力を測定する例示の方法もまた提供され、この方法は、脳室カテーテルの遠位端
部を患者の脳室内に位置決めする段階と、脳室カテーテルの近位端部を植え込み型弁に形
成された弁入口に結合し、弁に形成された弁出口をドレナージカテーテルに結合して流体
が脳室から弁を通ってドレナージカテーテルに流れるようにする段階とを有する。弁を通
って流れる流体の流量は、植え込み型弁内に設けられた弁組立体によって制御される。こ
の方法は、弁内に設けられた圧力センサを用いて弁を通って流れる流体の圧力測定値を得
る段階を更に有するのがよい。例示の実施形態では、圧力測定値を遠隔計測的に得るには
、読み取り装置を弁に近接して位置決めする。
【００２０】
  本発明の内容は、添付の図面と関連して行われる以下の詳細な説明から完全に明らかに
なろう。
【００２１】
〔発明の詳細な説明〕
　本発明は一般に、圧力を測定し、好ましくは、脳室内圧力を測定する方法および装置を
提供する。これら方法および装置は、装置が長期にわたるまたは永続的な植え込みに有用
であるようにする気密封止型感圧組立体を提供するという点において特に有利である。或
る特定の例示の実施形態では、これら方法および装置はまた、これらが脳室内圧力の直接
的な測定値を得ることができ、それにより脳室カテーテル内で生じる閉塞に起因する潜在
的に不正確な読みを回避できるという点において特に有利である。当業者であれば、装置
を脳室内圧力を測定する脳室カテーテルと関連して説明するが、この装置を種々の腔内の
圧力を測定する種々の医療手技に利用できることは理解されよう。
【００２２】
　例示の一実施形態では、本発明は、圧力センサおよび例えばコネクタによって圧力セン
サに結合されたアンテナを有する感圧カテーテルを提供する。圧力センサは、カテーテル
の周りの圧力を測定するように構成されているのがよく、アンテナは、測定した圧力を外
部装置に遠隔計測的に伝達するように構成されているがよい。例示の実施形態では、アン
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テナ、圧力センサおよび（または）コネクタは、アンテナ、圧力センサおよびコネクタが
流体に接触するのを阻止するようカテーテルおよび（または）被膜によって気密封止され
、それによりカテーテルを永続的に植え込みまたは長期にわたって使用できるようになっ
ている。カテーテルおよび（または）被膜はまた、腐食性インビボ環境に起因してコンポ
ーネントへの損傷を阻止するのに特に有効である。しかしながら、カテーテルおよび（ま
たは）被膜は、圧力センサがこれと接触状態にある流体の圧力を検出するその能力を妨害
してはならない。カテーテルについて例示の形態を本明細書において開示する種々の実施
形態の状態で説明するが、当業者であれば、感圧カテーテルは種々の他の形態を取ること
ができることは理解されよう。さらに、圧力センサ、アンテナおよびコネクタを事実上任
意のカテーテルまたは他の器具内に組み込むことができる。
【００２３】
　図１は、感圧カテーテル１０の例示の一実施形態を示している。図示のように、カテー
テル１０は、近位端１２ａ、遠位端１２ｂおよび流体の流れを受け入れるようこれらを貫
通して延びる内部ルーメン１２ｃを備えた全体として細長い本体１２を有している。内部
ルーメン１２ｃは好ましくは、遠位端１２ｂが閉鎖されるよう遠位端１２ｂのすぐ近位側
で終端している。近位端１２ａは、開口しているのがよく、この近位端は、カテーテル１
０からの流体の流れを制御する別の医療器具、例えば弁に結合するよう構成可能である。
カテーテル１０は、その側壁に形成され、内部ルーメン１２ｃ内へ延びる少なくとも１つ
の流体導入ポート１４を更に有するのがよい。流体導入ポート１４の配設場所、個数およ
び寸法は、様々であってよいが、これらは、流体がこれらを通って内部ルーメン１２ｃ内
へ流入できるように構成されたものであるべきである。
【００２４】
　カテーテル１０を形成する細長い本体１２は、事実上任意の形態、形状および寸法を有
するものであってよい。好ましくは、細長い本体１２は、少なくとも遠位部分１２ｄを患
者の脳室内に植え込むことができ、他方、近位部分１２ｐが患者の脳室から延びて別の医
療器具、例えば弁に連結するのに十分である距離Ｌを有している。また、細長い本体１２
を種々の材料から形成することができる。しかしながら、例示の実施形態では、本体１２
は、可撓性の生体適合性材料から作られる。適当な材料としては、例えば、ポリマー、例
えばシリコーン、ポリエチレンおよびポリウレタンが挙げられ、これらは全て、当該技術
分野において公知である。また、本体１２を放射線不透過性物質から形成することもでき
るが、このようにするかどうかは任意である。当業者であれば理解されるように、材料は
、本明細書に列記したものには限定されず、所望の性能特性をもたらすことができる適当
な物理的性質を有する他の種々の生体適合性材料を使用できる。
【００２５】
　さらに図１に示すように、カテーテル１０は、カテーテル１０の周りの外部環境の圧力
、例えば脳室内の圧力を測定するように構成された圧力センサ１６と、測定した圧力を外
部装置に伝達するように構成されたアンテナ１８とを更に有している。圧力センサ１６と
アンテナ１８を種々の技術を用いて互いに結合できるが、図１に示す実施形態では、コネ
クタ２０が、圧力センサ１６とアンテナ１８との間に延びている。
【００２６】
　圧力センサ１６、コネクタ２０およびアンテナ１８の例示の実施形態は、米国特許第５
，３２１，９８９号明細書、米国特許第５，４３１，０５７号明細書および欧州特許第１
，３１２，３０２号明細書に詳細に説明されている。これら特許文献を参照により引用し
、その開示内容全体を本明細書の一部とする。一般に、圧力センサ１６は、図８に示すよ
うにマイクロチップ上に形成できる。圧力センサ１６の寸法は、様々であってよいが、例
示の一実施形態では、圧力センサ１６の長さは、約７ｍｍ、その幅は約１ｍｍである。圧
力センサ１６をアンテナ１８に結合するコネクタ２０もまた様々であってよいが、例示の
実施形態では、コネクタ２０は、金線または他の導電性要素である。アンテナ１８もまた
、種々の形態を有してよいが、例示の実施形態では、アンテナ１８は好ましくは、形状と
してコイルの形態を有する。特に、図１に示すように、アンテナ１８は、実質的に円形の
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コイルの状態に形成される。別の実施形態としてのアンテナ３８が、図２に示されており
、この実施形態では、アンテナ３８は、実質的に円筒形のコイルを形成するよう細長い本
体１２に巻き付けられている。コイルの形態により、アンテナ１８，３８は、外部装置、
例えば、図９Ａおよび図９Ｂに示す高周波遠隔計測装置１００と共に機能することができ
よう。遠隔計測装置は、欧州特許第１，３１２，３０２号明細書に詳細に説明されている
。
【００２７】
　引き続き図１を参照すると、カテーテル１０に対する圧力センサ１６、コネクタ２０お
よびアンテナ１８の特定の形態は、様々であってよい。図１に示す実施形態では、圧力セ
ンサ１６は、遠位端１２ｂに隣接して細長い本体１２に形成された切欠きまたは凹部２２
内に設けられている。凹部２２は、細長い本体１２を部分的に貫通して延びるのがよく、
或いは、この凹部は、内部ルーメン１２ｃと連通するよう細長い本体１２を完全に貫通し
て延びてもよい。凹部２２の位置は、様々であってよいが、例示の実施形態では、凹部２
２は、最も遠位側の流体導入ポート１４の遠位側に形成される。かかる形態により、圧力
センサ１６全体を脳室内に位置決めして正確な読みを得ることができる。
【００２８】
　さらに図１に示すように、コネクタ２０は、細長い本体１２に形成されていて、凹部２
２から近位側へ延びる細長いスロット２４内に設けられている。コネクタ２０の近位部分
は、アンテナ１８に結合するよう細長いスロット２４から延びている。図示のように、ア
ンテナ１８は、細長い本体１２には取り付けられておらず、より正確に言えば、アンテナ
は、細長い本体１２から分離していて、これはコネクタ２０の近位端に結合されている。
かかる形態により、アンテナ１８を細長い本体１２から距離を置いたところに位置決めす
ることができる。例えば、感圧カテーテル１０を患者の脳室内に植え込む場合、アンテナ
１８を患者の頭皮のすぐ下に位置決めすることができる。これにより、外部装置をアンテ
ナ１８に隣接して配置してアンテナ１８と遠隔計測的に通信し、圧力センサ１６により得
られた圧力の読みを受け取ることができるようになり、これについては以下に詳細に説明
する。また、細長いスロット２４により、コネクタ２０およびアンテナ１８を必要ならば
細長い本体１２から分離することができるが、このようにするかどうかは任意である。例
えば、アンテナ１８は、細長い本体１２から特定の距離を置いて位置決めする必要のある
場合があり、或いは、細長い本体１２を切断して丁度よい長さにすることが必要な場合が
あり、この場合、コネクタ２０の追加の部分をスロット２４から除去するのがよい。
【００２９】
　上述したように、圧力センサ１６、コネクタ２０、アンテナ１８および（または）細長
い本体１２は、圧力センサ１６、コネクタ２０およびアンテナ１８の全てまたはその少な
くとも一部を気密封止するように構成された被膜を更に有するのがよい。この被膜を患者
の脳室内の流体にさらされる圧力センサ１６、コネクタ２０およびアンテナ１８の部分に
のみ被着させてもよく、或いは、これを圧力センサ１６、コネクタ２０、アンテナ１８の
各々、更に任意的に細長い本体１２に被着させてもよい。図１に示す実施形態では、圧力
センサ１６、コネクタ２０およびアンテナ１８（以下、ひとまとめにセンサ組立体という
）は好ましくは、センサ組立体を細長い本体１２に結合する前に、あらかじめ被覆が行わ
れる。いったん被覆すると、圧力センサ１６を凹部２２内に位置決めし、コネクタ２０を
スロット２４内に位置決めするのがよい。接着剤または他の結合手段を用いて圧力センサ
１６を凹部２２内に取り付け、更に任意的にコネクタ２０をスロット２４内に取り付ける
のがよいが、このようにするかどうかは任意である。接着剤または他の結合手段を用いて
コネクタ２０を細長い本体１２に取り付けることができるが、所望ならば、これは、コネ
クタ２０を必要に応じて本体１２から剥ぎ取ることができるように構成されるべきである
。
【００３０】
　変形例としてまたは予備被覆に加えて、センサ組立体を細長い本体１２に結合した後に
カテーテル１０を被覆してセンサ組立体に被さる保護シースを形成してもよい。しかしな



(9) JP 5595990 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

がら、流体導入ポート１４は、これに被着された被膜から保護するか、被膜の被着後に形
成するか、或いは、流体導入ポート１４に被着された被膜を取り除くか、いずれかを行い
、流体がかかる流体導入ポートを通って内部ルーメン１２ｃ内に流入することができるよ
うにすべきである。他の実施形態では、センサ組立体の或る特定のコンポーネントだけを
被覆するのがよい。当業者であれば理解されるように、種々の他の技術を用いて圧力セン
サ１６、コネクタ２０およびアンテナ１８を気密封止することができる。
【００３１】
　被膜を形成するために用いられる材料は、様々であってよく、種々の技術を用いて被膜
を被着させることができる。非限定的な例として、適当な材料としては、ポリウレタン、
シリコーン、溶剤を主成分とするポリマー溶液およびこれが塗布されるコンポーネントに
くっつく任意他のポリマーが挙げられ、被膜を被着させる適当な方法としては、溶射被覆
または浸漬被覆が挙げられる。
【００３２】
　図２は別の例示の実施形態としての感圧カテーテル３０を示している。カテーテル３０
は、近位端３２ａ、遠位端３２ｂおよびこれらの間に延びる内部ルーメン３２ｃを備えた
細長い本体３２および細長い本体３２の遠位部分３２ｄに形成されていて、内部ルーメン
３２ｃと流体連通状態にあり、流体が内部ルーメンを通って流れることができるようにす
る数個の流体導入ポート３４を有している点においてカテーテル１０に類似している。カ
テーテル３０は、細長い本体３２の遠位端３２ｂ内に設けられた圧力センサ３６および圧
力センサ３６から延びてアンテナ３８に結合するコネクタ４０を更に有している。圧力セ
ンサ３６およびコネクタ４０を、上述したように細長い本体３２に結合してもよく、また
はこれらは、図３～図７Ｂを参照して詳細に説明するように種々の他の形態を有していて
もよい。
【００３３】
　図２に示す実施形態は、アンテナ３８が細長い本体３２から離れていて外部に位置する
のではなく、より正確に言えば、細長い本体３２の近位部分３２ｐに結合されている点に
おいて、図１に示す実施形態とは異なっている。特に、アンテナ３８は、円筒形の形をし
たコイルの状態に形成され、細長い本体３２中に埋め込まれている。これは、細長い本体
３２をアンテナ３８周りに成形することにより達成できる。好ましくは、コネクタ４０は
、アンテナ３８に結合され、このコネクタもまた、細長い本体３２内に成形される。他の
実施形態では、アンテナ３８を細長い本体３２に巻き付けてもよく、或いは、これを細長
い本体３２の内部ルーメン３２ｃ内に設けてもよい。接着剤を用いてアンテナ３８を細長
い本体３２に固定するのがよいが、このようにするかどうかは任意である。使用にあたり
、図１１を参照して詳細に説明するように、細長い本体３２の近位部分３２ｐ内に設けら
れたアンテナ３８を脳室の外部に且つ患者の頭皮に隣接して位置決めして読みをアンテナ
３８経由で圧力センサ３２から得ることができる。したがって、例示の実施形態では、ア
ンテナ３８は、使用中、アンテナ３８のかかる位置決めを可能にする細長い本体３２上の
場所に位置決めすべきである。
【００３４】
　図１を参照して上述したように、カテーテル３０は、圧力センサ３６、アンテナ３８、
コネクタ４０および（または）細長い本体３２に被着された被膜を更に有するのがよい。
例示の実施形態では、被膜は、圧力センサ３６にのみ被着され、または、少なくとも、カ
テーテルがこの中に埋め込まれたコネクタ４０およびアンテナ３８周りにシールを形成す
るときに、外部環境にさらされる圧力センサ３６の部分に被着される。例えば、圧力セン
サ３６を細長い本体３２に形成された凹部内に設け、被膜を凹部を覆って被着して圧力セ
ンサ３６をこの中に密封するのがよい。
【００３５】
　図３～図７Ｂは、細長い本体に対する圧力センサおよびコネクタの種々の他の形態を示
している。図示していないが、圧力センサおよびコネクタに結合されるアンテナをカテー
テルに結合してもよく、或いは、これはカテーテルから分離されると共にその外部に位置



(10) JP 5595990 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

してもよい。圧力センサおよびコネクタは種々の形態を有することができるが、或る特定
の例示の実施形態では、圧力センサおよび（または）コネクタを細長い本体の内部ルーメ
ン内に位置決めし、細長い本体に設けられた第２の内部ルーメン内に位置決めし、細長い
本体内に埋め込み、細長い本体の外面上に設けると共に（或いは）細長い本体の外部に位
置決めしてもよい。被膜を圧力センサおよび（または）コネクタに被着するのがよいが、
各実施形態において圧力センサおよびコネクタを気密封止するために用いられる特定の方
法は、圧力センサおよびコネクタならびにアンテナの形態（図１および図２に示す）なら
びにアンテナが細長い本体の内部に位置しているか外部に位置しているかどうかで決まる
場合がある。各実施形態を構成し、圧力センサおよびコネクタを気密封止する例示の方法
もまた、開示される。当業者であれば理解されるように、感圧カテーテルは、種々の形態
を有することができ、感圧カテーテルの製造方法は、その形態に応じて様々であってよい
。
【００３６】
　図３は、感圧カテーテルの細長い本体５２の遠位部分５０を示している。この実施形態
では、圧力センサ５６およびコネクタ５８は、細長い本体５２の外面上に設けられている
。接着剤または任意他の結合手段を用いて圧力センサ５６およびコネクタ５８を本体５２
に取り付けるのがよい。センサ５６およびコネクタ５８を流体による損傷から保護するた
めに、被膜を上述したように装置の何割かの部分または全体に被着させるのがよい。例え
ば、センサ組立体を、細長い本体５２へのセンサ組立体の結合前にあらかじめ被覆するの
がよい。変形例として、または追加例として、センサ組立体を細長い本体５２に結合した
後に被膜を細長い本体５２に被着させてもよい。当然のことながら、流体導入ポートは、
被膜が被着されていないはずであり、それにより流体がかかる流体導入ポートを通って流
れることができる。
【００３７】
　図４は、感圧カテーテルの細長い本体６２の遠位部分６０の別の実施形態を示している
。図１に示す実施形態に類似したこの実施形態では、圧力センサ６６は、細長い本体６２
に形成された凹部６４内に設けられ、コネクタ６８は、細長い本体６２内に埋め込まれて
いる。コネクタ６８を成形中に細長い本体６２内に埋め込むのがよく、凹部６４を細長い
本体６２に成形法により形成するかまたは細長い本体６２の形成後に細長い本体６２を切
断形成してもよい。しかる後、センサ６６を凹部６４内に位置決めするのがよい。上述し
たように、接着剤または任意他の結合手段を用いて圧力センサ６６を凹部６４内に保持す
るのがよい。圧力センサ６６を凹部６４内に配置する前および（または）後に被膜を圧力
センサ６６に被着させてもよい。被膜を細長い本体６２に被着させて凹部６４内の圧力セ
ンサ６６を密封するのがよいが、このようにするかどうかは任意である。
【００３８】
　図５は、感圧カテーテルの細長い本体７２の遠位部分７０の更に別の実施形態を示して
いる。この実施形態では、圧力センサ７６およびコネクタ７８は、細長い本体７２の内部
ルーメン７０ｃ内に設けられている。切欠きまたは窓７４が、カテーテルの周りの圧力を
測定するように構成された圧力センサ７６の一部を露出させるよう細長い本体７２に形成
されている。被膜が好ましくは、センサ組立体を細長い本体７２内に設ける前にセンサ組
立体に被着されており、接着剤または他の結合手段を用いてセンサ組立体を細長い本体７
２に取り付けるのがよい。被膜を窓７４に被着させるのがよいが、このようにするかどう
かは任意である。
【００３９】
　図６は、感圧カテーテルの細長い本体８２の遠位部分８０の別の実施形態を示している
。この実施形態では、細長い本体８２は、第１の内部ルーメン８２ａおよび第２の内部ル
ーメン８２ｂを有し、圧力センサ８６およびコネクタ８８は、第２の内部ルーメン８２ｂ
内に設けられている。切欠きまたは窓８４が、細長い本体８２に形成され、この切欠きま
たは窓は、カテーテルの周りの圧力を測定するように構成された圧力センサ８６の一部を
露出させるよう第２の内部ルーメン８２ｂと連通状態にある。センサ組立体を細長い本体
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８２の第２の内部ルーメン８２ｂ内に設ける前に、被膜をセンサ組立体に被着させてもよ
く、或いは、被膜を窓８４に被着させて細長い本体８２内の圧力センサ８６およびコネク
タ８８を密封してもよい。
【００４０】
　図７Ａおよび図７Ｂは、感圧カテーテルの細長い本体９２の遠位部分９０の別の実施形
態を示している。この実施形態では、圧力センサ９６は、細長い本体９２に取り付けられ
た弾丸状先端部９５内に設けられている。弾丸状先端部９５と細長い本体９２を別個のコ
ンポーネントとして製造し、次に互いに結合して圧力センサ９６をコネクタ９８に結合す
るのがよい。図７Ａおよび図７Ｂに示すように、圧力センサ９６は、弾丸状先端部９５の
最も遠位側の端に形成された凹部９４内に設けられているが、圧力センサ９６の一部は好
ましくは、外部圧力を測定できるよう凹部９４から延びる。接着剤を用いて圧力センサ９
６を先端部９５内に保持するのがよく、被膜を圧力センサ９６および（または）先端部９
５に被着させるのがよい。さらに図７Ａに示すように、細長い本体９２は、この中に埋め
込まれたコネクタ９８を備えるのがよい。次に、接着剤または他の結合手段を用いて弾丸
状先端部９５を細長い本体９２の開口遠位端に取り付けるのがよい。次に、細長い本体９
２内に設けられたコネクタ９８を先端部９５内の圧力センサ９６に結合するのがよい。種
々の技術を用いて連結を達成することができる。例えば、コネクタ９８の一部を先端部９
５内に埋め込みまたは配置し、圧力センサ９６が凹部９４内に挿入されると、圧力センサ
９６に連結するのがよい。次に、コネクタ９８の２つの部分を、先端部９５が細長い本体
９２に取り付けられると、互いに結合するのがよい。変形例として、凹部は、細長い本体
９２から延びるコネクタ９８の一部を圧力センサ９６に連結できるよう遠位先端部９５を
完全に貫通してもよい。上述したように、種々の技術を用いて圧力センサ９６、コネクタ
９８およびアンテナ（図１および図２に示す）を気密封止するのがよい。
【００４１】
　図１０および図１１は、感圧カテーテルの例示の使用方法を示している。まず最初に図
１０を参照すると、感圧カテーテル１１０は、その遠位端部内に設けられた圧力センサ１
１２（「チップ」でラベル表示されている）およびその近位端部から距離を置いて位置決
めされた外部アンテナ１１４（「コイル」でラベル表示されている）を有する状態で示さ
れている。図示のように、カテーテル１１０は、患者の脳室内に位置決めされ、外部アン
テナ１１４は、患者の頭皮のすぐ下に位置決めされている。カテーテル１１０の周りの流
体にさらされている圧力センサ１１２は、カテーテル１１０の周りの脳室圧力を測定する
ことができる。次に、図示のように、外部装置１００をアンテナ１１４に隣接して位置決
めしてアンテナ１１４と遠隔計測的に通信し、それにより測定された圧力の読みを得るこ
とができる。
【００４２】
　図１１は同様に、患者の脳室内に設けられ、脳室内圧力を測定する圧力センサ１２２を
有する感圧カテーテル１２０を示している。この実施形態では、アンテナ１２４は、カテ
ーテル１２０の内部に位置するが、これは依然として、患者の頭皮のすぐ下に位置決めさ
れている。したがって、装置１００は、図１０を参照して上述したのと同じ仕方で機能す
る。
【００４３】
　当業者であれば、圧力センサ組立体が脳室カテーテルの遠位部分内に位置決めされた状
態でこれと関連して図示されると共に記載されているが、圧力センサ組立体を種々の他の
配置場所に、しかも種々の他の装置内に設けてもよいことは理解されよう。また、多数の
圧力センサ組立体を用いることができ、これら圧力センサ組立体を互いに対して種々の場
所に配置することができる。多数の圧力センサ組立体を用いることは、それによりシステ
ムの差圧を得ることができるので特に有利な場合がある。システムの差圧は、システムの
動作圧力に等しいはずであり、かくして、システムが正しく働いているかどうかが分かる
。
【００４４】
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　図１２Ａおよび図１２Ｂは、圧力センサ組立体の別の例示の実施形態を示しており、こ
の圧力センサ組立体は、流体の流れを制御するために使用できる埋め込み型弁２００の弁
ハウジング内に設けられている。上述したように、例示の弁２００を単独でまたは脳室カ
テーテルの遠位部分内に配置されている圧力センサ組立体および（または）弁２００の上
流側または下流側に設けられた他の圧力センサ組立体と組み合わせて使用できる。
【００４５】
　植え込み型弁２００は事実上任意の形態を有することができ、しかも当該技術分野にお
いて知られている種々の植え込み型弁を使用することができるが、図１２Ａは、入口２０
２ａおよび出口２０２ｂを備えた弁ハウジング２０２を有する植え込み型弁２００を示し
ている。弁ハウジング２０２は、図１２Ｂを参照して詳細に説明するように、入口２０２
ａから出口２０２ｂまでの流体の流れを制御する弁機構２０４および弁２００を通って流
れる流体の圧力を測定する圧力センサ組立体２０６を収容するのがよい。弁２００の弁機
構２０４と圧力センサ組立体２０６は、互いに直列に且つ入口２０２ａおよび出口２０２
ｂと一線をなした状態で示され、圧力センサ組立体２０６が弁２００の上流側に位置決め
されているが、弁２００は、種々の他の形態を有することができ、弁機構２０４、圧力セ
ンサ組立体２０６、入口２０２ａおよび出口２０２ｂを互いに対して種々の場所に配置す
ることができる。例えば、入口２０２ａは、圧力センサ組立体２０６に対して直角をなし
て延びて入口２０２ａが弁２００の長手方向軸線に実質的に横方向に延びるようになって
いてもよい。弁機構２０４もまた、種々の形態を有することができる。非限定的な例を挙
げると、例示の弁は、米国特許第３，８８６，９４８号明細書、同第４，３３２，２５５
号明細書、同第４，３８７，７１５号明細書、同第４，５５１，１２８号明細書、同第４
，５９５，３９０号明細書、同第４，６１５，６９１号明細書、同第４，７７２，２５７
号明細書および同第５，９２８，１８２号明細書に記載されており、これら米国特許を参
照により引用し、これらの記載内容を本明細書の一部となす。
【００４６】
　例示の圧力センサ組立体２０６が、図１２Ｂに詳細に示されており、図示のように、圧
力センサ組立体２０６は、センサハウジング２０８、センサ２１２および支持体２１６を
有するのがよい。図示の圧力センサ組立体２０６は、以下に詳細に説明するように、針ガ
ード２１０およびワッシャ２１４を更に有している。
【００４７】
　センサハウジング２０８は、種々の寸法形状を有することができるが、図示の例示の実
施形態では、センサハウジング２０８は、全体として半球形またはドーム状部分２０８ａ
を有し、この部分２０８ａは、この中に圧送リザーバを画定している。センサハウジング
２０８は、弁２００の入口２０２ａに結合された入口管２０８ｃおよび弁２００の出口２
０２ｂに結合された出口管２０８ｄを更に有するのがよい。センサハウジング２０８を支
持体２１６に結合すると、ハウジング２０２により画定されたリザーバチャンバが密封さ
れ、それにより流体が弁２００の入口２０２ａからセンサハウジング２０８を通り、弁２
１０を通って流れて弁２００の出口２０２ｂから流出することができる。センサハウジン
グ２０８は、ドーム状部分２０８ａのベースの周りに形成されていて、装置を組織に固定
できるフランジ２０８ｂを更に有するのがよい。例えば、フランジ２０８ｂには、縫合糸
を受け入れてフランジ２０８ｂを組織に取り付けるようにするための１つ以上の縫合糸穴
を形成するのがよい。
【００４８】
　上述したように、センサハウジング２０６内には、センサ２１２を設けるのがよい。図
８に示すセンサ１６とほぼ同じセンサ２１２をマイクロチップ上に形成するのがよく、こ
のマイクロチップを検出した圧力を外部装置に伝達するためにアンテナに結合するのがよ
い。図１２Ｂに示すように、アンテナは、実質的に円形の形状を有し、マイクロチップセ
ンサは、アンテナに結合され、このアンテナは、例えば、金製のマイクロコイルの形態を
しているのがよい。センサ２１２は、上述したようにこの周りに設けられていて、センサ
をセンサハウジング２０８を通って流れる流体から保護する流体不透過性被膜を更に有す
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るのがよい。センサ２１２は、センサ１６とほぼ同じであるのがよいが、センサ２１２の
寸法は、ハウジング２０８の寸法に起因してセンサ１６の寸法よりも大きいのがよい。寸
法は、弁２００に応じて様々であるが、例示の一実施形態では、マイクロチップセンサ２
１２は、約１ｍｍ～３ｍｍ、より好ましくは約２．５ｍｍ2の寸法を有する。上述したよ
うに、圧力センサおよびアンテナの例示の実施形態は、米国特許第５，３２１，９８９号
明細書、米国特許第５，４３１，０５７号明細書および欧州特許第１，３１２，３０２号
明細書に詳細に記載されている。
【００４９】
　使用にあたり、センサハウジング２０８内に設けられているセンサ２１２は、センサハ
ウジング２０８を通って流れる流体の圧力を測定するように構成されている。特に、弁２
００の入口２０２ａを脳室カテーテルに結合して脳室からの流体の流れを受け入れるのが
よく、出口２０２ｂをドレナージカテーテルに結合するのがよい。流体がセンサハウジン
グ２０８に入ると、流体の圧力により、力がセンサ２１２上に形成されたアクティブなセ
ンサメンブレンに加えられ、それにより流体圧力を測定できる。検出された圧力をアンテ
ナ経由で外部読み取り装置、例えば図９Ａおよび図９Ｂに示す装置１００に伝達するのが
よい。
【００５０】
　上述したように、また図１２Ｂに更に示すように、センサ組立体２０６は、ワッシャ２
１４を更に有するのがよい。ワッシャ２１４は、センサ２１２を着座させるよう設けられ
ているのがよく、従って、ワッシャ２１４およびセンサ２１２を支持体２１６に当てて位
置決めするようになっている。ワッシャ２１４は、センサ２１２がワッシャ２１４とほぼ
面一をなすように構成されたものであるのがよい。かかる形態により、ハウジング２０８
のドーム状部分２０８ａを押し下げてハウジング２０８を通って流体を圧送するときまた
は弁を試験し、或いは弁からデブリ等を除く場合に生じる潜在的な損傷からセンサ２１２
を保護することができる。
【００５１】
　さらに図１２Ｂに示すように、センサ組立体２０６は、センサ２１２を保護する針ガー
ド２１０を更に有するのがよい。特に、針ガード２１０は、ハウジング２０８のドーム状
部分２０８ａを押し下げたときに、センサ２１２がドーム状部分２０８ａに接触しないよ
う保護することができる。というのは、針ガード２１０をセンサ２１２とドーム状部分２
０８ａとの間に位置決めできるからである。針ガード２１０はまた、センサをセンサハウ
ジング２０８のドーム状部分２０８ａを通って刺入されている針から保護するよう設けら
れているのがよく、それにより、センサ２１２に対する潜在的な損傷が阻止される。針を
用いて流体をセンサハウジング２０８に出し入れすることができる。針ガード２１０の形
状は、センサ組立体２０６の形状に応じて様々であってよいが、例示の実施形態では、図
示のように、針ガード２１０は実質的に平らで円形の形状を有し、これは、ハウジング２
０８のドーム状部分２０８ａとセンサ２１２との間に配置されるように構成されている。
しかしながら、針ガード２１０には開口部を形成するのがよく、この開口部は、センサハ
ウジング２０８を通って流れる流体がセンサ２１２に接触できるようマイクロチップセン
サ２１２に隣接して位置決めされている。例示の実施形態では、開口部を閉鎖して流体の
流れを止めることなく、ユーザが不用意に開口部に針を刺入するのを阻止するために、フ
ランジまたは保護部材が、開口部上に設けられる。当業者であれば、センサ２１２を保護
するために他の種々の手段を使用できることは理解されよう。
【００５２】
　当業者であれば、上述の実施形態に基づいて本発明の別な特徴および利点を理解されよ
う。したがって、本発明は、特許請求の範囲の記載を除き、具体的に図示し説明した内容
によって限定されることはない。本明細書に引用した刊行物および特許文献を参照により
引用し、これらの記載内容全体を本明細書の一部となす。
【００５３】
〔実施の態様〕
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　本発明の具体的な実施態様は、次の通りである。
　（１）感圧カテーテルにおいて、
　細長い本体であって、
　　この本体を少なくとも部分的に貫通した内部ルーメン、
　　圧力センサを含む遠位部分であって、前記圧力センサの少なくとも一部は、前記細長
い本体の周りの外部環境に対して露出され、前記圧力センサは前記外部環境の圧力を測定
することができるようになっている、遠位部分、および
　　前記圧力センサの近位側で前記細長い本体に形成された少なくとも１つの流体導入ポ
ートであって、前記内部ルーメンと流体連通状態にある、流体導入ポート、
　を備える、細長い本体と、
　前記圧力センサに結合されているアンテナであって、前記圧力センサからの測定圧力を
外部装置に伝達するよう構成されたアンテナと、
　を有する、感圧カテーテル。
　（２）実施態様（１）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記圧力センサの少なくとも前記露出部分には、生体適合性であって流体不透過性の被
膜が被着されている、感圧カテーテル。
　（３）実施態様（２）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記生体適合性であって流体不透過性の被膜は、前記圧力センサおよび前記アンテナが
流体不透過性であるよう前記圧力センサおよび前記アンテナに被着されている、感圧カテ
ーテル。
　（４）実施態様（１）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記アンテナは、コイルを含み、前記コイルは、コネクタにより前記圧力センサに結合
されている、感圧カテーテル。
　（５）実施態様（４）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記コイルは、前記細長い本体の周りに設けられている、感圧カテーテル。
【００５４】
　（６）実施態様（４）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記コイルは、前記細長い本体内に埋め込まれている、感圧カテーテル。
　（７）実施態様（４）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記コイルは、前記細長い本体から距離を置いて位置決めされる、感圧カテーテル。
　（８）実施態様（１）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記圧力センサは、前記細長い本体の前記遠位部分の外面に結合される、感圧カテーテ
ル。
　（９）実施態様（１）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記圧力センサは、前記細長い本体の外面に形成された凹部内に設けられている、感圧
カテーテル。
　（１０）実施態様（１）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記圧力センサは、前記細長い本体内に埋め込まれ、前記細長い本体には、前記圧力セ
ンサの少なくとも一部を外部環境に露出させる開口部が形成されている、感圧カテーテル
。
【００５５】
　（１１）実施態様（１）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記圧力センサは、前記細長い本体の遠位先端部内に埋め込まれ、前記圧力センサの一
部は、外部環境の圧力を測定するよう前記細長い本体の前記遠位先端部を越えて突き出て
いる、感圧カテーテル。
　（１２）実施態様（１）記載の感圧カテーテルにおいて、
　前記圧力センサは、前記細長い本体の前記内部ルーメン内に設けられ、前記細長い本体
には、前記圧力センサの少なくとも一部を外部環境に露出させる開口部が形成されている
、感圧カテーテル。
　（１３）実施態様（１）記載の感圧カテーテルにおいて、
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　前記細長い本体は、該本体を貫通した第２の内部ルーメンを有し、前記圧力センサは、
前記細長い本体の前記第２の内部ルーメン内に設けられ、前記細長い本体には、前記圧力
センサの少なくとも一部を外部環境に露出させるよう開口部が前記第２の内部ルーメン内
へ延びる状態で形成されている、感圧カテーテル。
　（１４）脳室内圧力を測定する脳室カテーテルにおいて、
　細長い本体であって、該細長い本体は、これを貫通して延びる内部ルーメンと、前記細
長い本体に形成され、前記内部ルーメンと流体連通状態にある少なくとも１つの流体導入
ポートと、前記細長い本体の周りの環境の圧力を測定するよう構成された圧力センサを備
えた遠位端部とを有する、細長い本体と、
　圧力センサに結合されているアンテナであって、前記圧力センサからの測定圧力を外部
装置に伝達するよう構成されたアンテナと、を有する、脳室カテーテル。
　（１５）実施態様（１４）記載の脳室カテーテルにおいて、
　前記圧力センサおよび前記アンテナが流体不透過性であるように前記圧力センサおよび
前記アンテナに被着された生体適合性であって流体不透過性の被膜を更に有する、脳室カ
テーテル。
【００５６】
（１６）実施態様（１４）記載の脳室カテーテルにおいて、
　コイルが、前記細長い本体の側壁内に埋め込まれている、脳室カテーテル。
　（１７）実施態様（１４）記載の脳室カテーテルにおいて、
　前記アンテナは、前記細長い本体から距離を置いて位置し、コネクタが、前記アンテナ
と前記圧力センサとの間に延びている、脳室カテーテル。
　（１８）実施態様（１４）記載の脳室カテーテルにおいて、
　前記圧力センサは、前記細長い本体の遠位先端部内に設けられ、前記圧力センサの少な
くとも一部は、前記細長い本体の周りの外部環境に露出されている、脳室カテーテル。
　（１９）脳室カテーテルにおいて、
　細長い本体であって、該本体は、この本体を貫通して延びていて、遠位端部のすぐ近位
側で終端する内部ルーメンと、前記本体の側壁に形成されていて、前記内部ルーメン内へ
延びる少なくとも１つのポートを有する、細長い本体と、
　前記細長い本体の外面に結合されたセンサ組立体であって、該センサ組立体は、圧力セ
ンサおよび該圧力センサから距離を置いて位置するアンテナを備えた、センサ組立体と、
を有する、脳室カテーテル。
　（２０）実施態様（１９）記載の脳室カテーテルにおいて、
　前記センサ組立体が流体不透過性であるように前記センサ組立体の周りに被着された被
膜を更に有する、脳室カテーテル。
【００５７】
　（２１）実施態様（１９）記載の脳室カテーテルにおいて、
　前記アンテナは、前記細長い本体の周りに設けられたコイルを含む、脳室カテーテル。
　（２２）実施態様（１９）記載の脳室カテーテルにおいて、
　前記アンテナは、前記細長い本体から距離を置いて位置決めされたコイルを含む、脳室
カテーテル。
　（２３）脳室内圧力を測定する方法において、
　圧力センサを有するカテーテルの遠位部分を患者の脳室内に位置決めする段階であって
、前記カテーテルは、該カテーテルに形成されていて、前記カテーテルを貫通して延びる
内部ルーメンと連通状態にある少なくとも１つの流体導入ポートを有する、段階と、
　前記圧力センサに結合されたアンテナを患者の頭皮に隣接して位置決めする段階と、
　前記カテーテルの周りの脳室圧力の少なくとも１つの読みを前記圧力センサから得る段
階と、を有する、方法。
　（２４）実施態様（２３）記載の方法において、
　前記圧力センサは、前記少なくとも１つの流体導入ポートの遠位側に位置決めされてい
る、方法。
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　（２５）実施態様（２３）記載の方法において、
　前記読みは、前記アンテナから外部装置に遠隔計測的に伝達される、方法。
【００５８】
　（２６）実施態様（２３）記載の方法において、
　前記アンテナは、前記カテーテルから距離を置いて位置決めされている、方法。
　（２７）実施態様（２３）記載の方法において、
　前記アンテナは、前記カテーテルの周りに設けられている、方法。
　（２８）実施態様（２３）記載の方法において、
　前記アンテナおよび前記圧力センサは、流体不透過性被膜で被覆されている、方法。
　（２９）実施態様（２８）記載の方法において、
　前記流体不透過性被膜は、溶剤を主成分とするシリコーンを含む、方法。
　（３０）実施態様（２３）記載の方法において、
　前記圧力センサと前記アンテナとの間に延びていて、前記圧力センサからの測定圧力を
前記アンテナに伝達するコネクタを更に有する、方法。
【００５９】
　（３１）実施態様（２３）記載の方法において、
　前記圧力センサは、前記カテーテル内に埋め込まれており、前記カテーテルは、該カテ
ーテルに形成されていて、前記圧力センサの一部を前記カテーテルの周りの外部環境に露
出させるよう構成された窓を有する、方法。
　（３２）実施態様（２３）記載の方法において、
　前記圧力センサは、前記カテーテルの外面上に設けられている、方法。
　（３３）脳室内圧力センサ装置の製造方法において、
　カテーテルを形成する工程を有し、該カテーテルは、
　　圧力センサを備えた遠位端部であって、前記圧力センサの少なくとも一部は、前記圧
力センサが前記カテーテルの周りの圧力を測定できるように外部環境に露出される、圧力
センサを備えた遠位端部と、　　
　前記カテーテルを貫通して延びる内部ルーメンと、
　前記カテーテルに形成されていて、前記内部ルーメンと流体連通状態にある少なくとも
１つの流体導入ポートと、
　　前記圧力センサに結合されていて、測定圧力を外部装置に伝達するよう構成されたア
ンテナと、
　　前記圧力センサと前記アンテナとの間に延びるコネクタと、を有する、方法。
　（３４）実施態様（３３）記載の方法において、
　前記カテーテルは、該カテーテル内に設けられたコネクタを備えた状態で押出成形され
、前記アンテナは、前記カテーテルの外部に位置決めされている、方法。
　（３５）実施態様（３３）記載の方法において、
　前記カテーテルは、前記アンテナおよび前記コネクタの少なくとも一部が前記カテーテ
ル内に設けられた状態で押出成形される、方法。
【００６０】
　（３６）実施態様（３５）記載の方法において、
　前記アンテナは、コイルを含む、方法。
　（３７）実施態様（３３）記載の方法において、
　前記カテーテルは、前記カテーテルの遠位端部に結合された弾丸状先端部を有し、前記
圧力センサの少なくとも一部は、前記弾丸状先端部内に設けられている、方法。
　（３８）実施態様（３３）記載の方法において、
　前記コネクタは、前記カテーテルの側壁に形成されていて、前記カテーテルの長さの少
なくとも一部に沿って延びるスロット内に設けられている、方法。
　（３９）実施態様（３３）記載の方法において、
　前記カテーテルを形成する工程は、
　前記アンテナ、前記コネクタおよび前記圧力センサを互いに結合してセンサ組立体を形
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成する工程と、
　前記センサ組立体が流体不透過性であるように前記センサ組立体を被覆する工程と、
　前記センサ組立体を前記カテーテルに結合する工程と、を含む、方法。
　（４０）実施態様（３９）記載の方法において、
　前記センサ組立体を前記カテーテルに結合する前記工程は、前記圧力センサを前記カテ
ーテルの前記遠位端に形成された切欠き内に挿入する工程を含む、方法。
【００６１】
　（４１）実施態様（３９）記載の方法において、
　前記被膜は、溶剤を主成分とするシリコーンを含む、方法。
　（４２）実施態様（３３）記載の方法において、
　前記アンテナ、前記コネクタおよび前記圧力センサが流体不透過性であるように前記カ
テーテルを被覆する工程を更に有する、方法。
　（４３）植え込み型弁において、
　弁入口と弁出口との間で流体の流れを流通状態で受け入れるよう構成された弁ハウジン
グと、
　前記弁ハウジング内に設けられていて、前記弁ハウジングを通って流れる流体の流量を
制御するように構成された弁組立体と、
　前記弁ハウジング内に設けられていて、前記弁ハウジングを通って流れる流体の圧力を
測定するように構成されたセンサと、を有する、植え込み型弁。
　（４４）実施態様（４３）記載の植え込み型弁において、
　前記センサは、検出された圧力を外部読み取り装置に伝達するよう構成されたアンテナ
に結合されている、植え込み型弁。
　（４５）実施態様（４４）記載の植え込み型弁において、
　前記センサおよび前記アンテナは、流体不透過性被膜で被覆されている、植え込み型弁
。
【００６２】
　（４６）実施態様（４３）記載の植え込み型弁において、
　前記センサは、圧力センサ組立体内に設けられ、前記圧力センサ組立体は、前記弁ハウ
ジング内に設けられ、前記弁入口および前記弁出口と流体連通状態にある、植え込み型弁
。
　（４７）実施態様（４６）記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサ組立体は、リザーバが形成されたドーム状部分を有し、前記センサは、
前記リザーバを通って流れる流体の圧力を測定するよう構成された、植え込み型弁。
　（４８）実施態様（４７）記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサ組立体は、該圧力センサ組立体内に設けられていて、前記ドーム状部分
と前記センサとの間に位置決めされた針ガードを有し、前記針ガードは、前記センサを前
記ドーム状部分を通って刺入されている針から保護するように構成された、植え込み型弁
。
　（４９）実施態様（４８）記載の植え込み型弁において、
　前記針ガードは、該針ガード内に形成されていて、前記センサの一部を前記リザーバを
通って流れる流体にさらすよう構成された開口部を有する、植え込み型弁。
　（５０）実施態様（４７）記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサ組立体は、前記センサを着座させるよう構成されたワッシャを有する、
植え込み型弁。
【００６３】
　（５１）実施態様（５０）記載の植え込み型弁において、
　前記センサは、コイル状アンテナに結合され、前記センサおよび前記コイル状アンテナ
は、前記ワッシャに形成された中央開口部内に受け入れられるよう構成された、植え込み
型弁。
　（５２）実施態様（４６）記載の植え込み型弁において、
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　前記圧力センサ組立体は、前記弁入口内に流れ込む流体を受け入れるよう構成された入
口管および流体を前記弁出口に送り出すよう構成された出口管を有する、植え込み型弁。
　（５３）実施態様（５２）記載の植え込み型弁において、
　前記弁組立体は、前記圧力センサ組立体の前記出口管と前記弁出口との間に設けられて
いる、植え込み型弁。
　（５４）植え込み型弁において、
　圧力センサ組立体および該圧力センサ組立体内に設けられた弁組立体を有するハウジン
グを有し、前記圧力センサ組立体は、前記ハウジングを通って流れる流体の圧力を測定す
るよう構成されており、前記弁組立体は、前記ハウジングを通って流れる流体の流量を制
御するよう構成された、植え込み型弁。
　（５５）実施態様（５４）記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサ組立体は、アンテナに結合された圧力センサを有する、植え込み型弁。
【００６４】
　（５６）実施態様（５５）記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサおよび前記アンテナは、前記圧力センサおよび前記アンテナが流体不透
過性であるように前記圧力センサおよび前記アンテナの周りに設けられた被膜を有する、
植え込み型弁。
　（５７）実施態様（５４）記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサ組立体は、ハウジングを有し、該ハウジングは、このハウジング内に形
成されていて、流体の流れを流通状態で受け入れるリザーバを画定し、前記圧力センサは
、前記リザーバを通って流れる流体の圧力を測定するよう構成された、植え込み型弁。
　（５８）実施態様（５７）記載の植え込み型弁において、
　前記圧力センサ組立体は、該圧力センサ組立体内に設けられていて、前記センサを前記
ハウジングを通って刺入されている針から保護するよう構成されたガード部材を有する、
植え込み型弁。
　（５９）脳室圧力を測定する方法において、
　脳室カテーテルの遠位端部を患者の脳室内に位置決めする段階と、
　前記脳室カテーテルの近位端部を植え込み型弁に形成された弁入口に結合し、前記弁に
形成された弁出口をドレナージカテーテルに結合して流体が前記脳室から前記弁を通って
前記ドレナージカテーテルに流れるようにする段階であって、前記弁を通って流れる流体
の流量は、前記植え込み型弁内に設けられた弁組立体によって制御される、段階と、
　前記弁内に設けられた圧力センサを用いて前記弁を通って流れる前記流体の圧力測定値
を得る段階と、を有する、方法。
　（６０）実施態様（５９）記載の方法において、
　前記圧力測定値は、読み取り装置を前記弁に近接して位置決めすることにより遠隔計測
的に得られる、方法。
【００６５】
　（６１）実施態様（５９）記載の方法において、
　前記圧力センサは、前記弁組立体の上流側に設けられている、方法。
　（６２）実施態様（５９）記載の方法において、
　前記圧力センサは、前記弁組立体と直列状態にある、方法。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】外部アンテナを備えた感圧カテーテルの例示の一実施形態の斜視図、
【図２】内部アンテナを備えた感圧カテーテルの別の例示の実施形態の断面図、
【図３】外面に圧力センサが設けられた感圧カテーテルの遠位部分の一実施形態の断面図
、
【図４】形成された凹部内に収められた圧力センサを有する感圧カテーテルの遠位部分の
別の実施形態の断面図、
【図５】形成された内部ルーメン内に収められた圧力センサを有すると共に圧力センサの
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一部を外部環境に露出させるよう形成された窓を有する感圧カテーテルの遠位部分の更に
別の実施形態の断面図、
【図６】カテーテルに形成された第２のルーメン内に収められた圧力センサを有する感圧
カテーテルの遠位部分の別の実施形態の断面図、
【図７Ａ】カテーテルの遠位先端部内に収められた圧力センサを有する感圧カテーテルの
遠位部分の更に別の実施形態の断面図、
【図７Ｂ】図７Ａに示すカテーテルの遠位先端部のＢ－Ｂ線矢視断面図、
【図８】圧力センサの例示の実施形態の平面図、
【図９Ａ】外部高周波遠隔計測システムの例示の実施形態の斜視図、
【図９Ｂ】図９Ａの外部高周波遠隔計測システムを分解形態で示す斜視図、
【図１０】脳室内に植え込まれた遠位部分および患者の頭皮の下に位置決めされた外部ア
ンテナを有する脳内カテーテルの一実施形態を示す人の脳の断面図、
【図１１】脳室内に植え込まれた遠位部分を有すると共に患者の頭皮の下に位置決めされ
た内部アンテナを有する脳内カテーテルの一実施形態を示す人の脳の断面図、
【図１２Ａ】植え込み型弁内に設けられた圧力センサの別の実施形態を示す図、
【図１２Ｂ】図１２Ａに示す植え込み型弁の一部の分解組立て図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１０，３０，５０，６０等　感圧カテーテル
　１２，３２，５２，６２等　細長い本体
　１２ａ，３２ａ，５２ａ，６２ａ等　近位端
　１２ｂ，３２ｂ，５２ｂ，６２ｂ等　遠位端
　１２ｃ，３２ｃ　内部ルーメン
　１２ｄ，３２ｄ　遠位部分
　１２ｐ，３２ｐ　近位部分
　１４，３４　流体導入ポート
　１６，３６，５６，６６等　圧力センサ
　１８，３８　アンテナ
　２０，４０，５８，６８等　コネクタ
　２４　スロット
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【図９Ａ】
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【図１２Ｂ】
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