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(57)【要約】
患者を治療するためのシステムは、送達デバイスと、注
入液とを備える。送達デバイスは、遠位部分および伸長
シャフト遠位部分上に位置付けられた少なくとも１つの
送達要素を伴う、伸長シャフトを備える。送達デバイス
は、少なくとも１つの送達要素を通して組織の中へ注入
液を送達し、消化管において治療的制約を生成するよう
に構築および整列される。治療的制約を生成する方法も
提供される。上記治療的制約は、上記消化管の管腔区画
の中および／または胃の中に位置付けられ得る。上記シ
ステムは、上記消化管の第２の区画において第２の治療
的制約を生成するように、および／または第１の治療的
制約の体積を増加させるように構築および整列され得る
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位部分を伴う伸長シャフトと、
　前記伸長シャフトの遠位部分上に位置付けられる少なくとも１つの送達要素と、
　注入液と、
　を備える、送達デバイスを備え、
　前記送達デバイスは、前記少なくとも１つの送達要素を通して組織の中へ前記注入液を
送達し、消化管において治療的制約を生成するように構築および整列される、
　患者を治療するためのシステム。
【請求項２】
　前記治療的制約は、前記消化管の管腔区画の中および／または胃の中に位置付けられる
、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項３】
　前記システムは、前記消化管の第２の区画において第２の治療的制約を生成するように
、および／または第１の治療的制約の体積を増加させるように構築および整列される、特
許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの送達要素は、少なくとも２つの送達要素を備える、特許請求の範
囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの送達要素は、少なくとも３つの送達要素を備える、請求項４に記
載のシステム。
【請求項６】
　前記注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含み、前記少なくとも２つの流体送達要
素は、組織の中への送達に先立って、前記第１の材料および前記第２の材料の混合を防止
するように構築および整列される、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記送達要素は、内視鏡を通して、および／または内視鏡と並行して前進させられるよ
うに構築および整列される、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記送達要素は、前記消化管を介して、前記管腔区画に近接する場所まで前進させられ
るように構築および整列される、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステ
ム。
【請求項９】
　前記送達要素は、前記消化管の外側の空間を介して、前記管腔区画に近接する場所まで
前進させられるように構築および整列される、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に
記載のシステム。
【請求項１０】
　前記送達要素は、針、流体噴流、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される
、１つまたはそれを上回る要素を備える、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載
のシステム。
【請求項１１】
　前記送達要素は、少なくとも３０ゲージの直径を伴う少なくとも１本の針を備える、特
許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記送達要素は、２０ゲージ未満の直径を備える、特許請求の範囲の任意のシステム請
求項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記送達要素は、拡張可能要素上に位置付けられる複数の送達要素を備える、特許請求
の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
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【請求項１４】
　前記複数の送達要素は、円周方向に離間させられる、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記複数の送達要素は、相対的に等しい距離において離間させられる、請求項１４に記
載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの送達要素の周囲に密閉要素をさらに備える、特許請求の範囲の任
意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記送達デバイスは、前記少なくとも１つの送達要素を取り囲む少なくとも１つの減圧
ポートを備える、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記注入液は、患者パラメータに基づく量の材料を含む、特許請求の範囲の任意のシス
テム請求項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記患者パラメータは、体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、
ＨｂＡ１ｃレベル、コレステロールレベル、およびそれらの組み合わせから成る群から選
択される、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記注入液は、組織の中への前記注入液の送達中に判定される量の材料を含む、特許請
求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記量の材料は、前記治療的制約内の圧力、前記治療的制約に近接する組織内の圧力、
前記治療的制約の体積、前記治療的制約の直径、およびそれらの組み合わせから成る群か
ら選択される、パラメータに基づいて判定される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記システムは、経時的に減少する体積を備える、治療的制約を生成するように構築お
よび整列される、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含み、前記第２の材料は、前記第１の材
料より長い期間にわたって前記患者の中にとどまるように構築および整列され、前記第２
の材料は、前記第１の材料が送達されてから少なくとも１日後に送達される、請求項２２
に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記注入液の少なくとも５０％は、組織の中へ送達されてから少なくとも１ヶ月後も前
記患者の中にとどまる、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記注入液は、エチレンビニルアルコールを含む、特許請求の範囲の任意のシステム請
求項に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記注入液はさらに、ジメチルスルホキシドを含む、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記注入液はさらに、前記エチレンビニルアルコールを重合させるように構築および整
列される第２の材料を含む、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記送達要素は、前記エチレンビニルアルコールを送達する第１の送達要素と、前記第
２の材料を送達する第２の送達要素とを備える、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記注入液はさらに、生理食塩水を含む、請求項２５に記載のシステム。
【請求項３０】
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　前記送達要素は、前記エチレンビニルアルコールを送達する第１の送達要素と、前記生
理食塩水を送達する第２の送達要素とを備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記注入液は、ペプチドポリマー、ポリ乳酸、ポリメタクリル酸メチル、ヒドロゲル、
硬化剤、接着剤、シアノアクリレート、およびそれらの組み合わせから成る群から選択さ
れる、材料を含む、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記注入液材料は、組織の中への送達後に拡張するように構築および整列されるヒドロ
ゲルを含む、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記注入液は、哺乳類の身体から採取される材料を含む、特許請求の範囲の任意のシス
テム請求項に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記注入液は、自家材料を含む、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記注入液は、脂肪細胞、コラーゲン、自家コラーゲン、ウシコラーゲン、ブタコラー
ゲン、生物工学的ヒトコラーゲン、真皮、皮膚充填剤、ヒアルロン酸、共役ヒアルロン酸
、カルシウムヒドロキシルアパタイト、線維芽細胞、およびそれらの組み合わせから成る
群から選択される、材料を含む、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記注入液は、線維芽細胞を刺激してコラーゲンを産生するように構成される、ペプチ
ドポリマーを含む、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記注入液は、組織の中への送達後に拡張するように構築および整列される、特許請求
の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記注入液は、経時的に組織の中へ溶出するように構成される作用物質を含む、特許請
求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記注入液は、放射線不透過性材料、可視染料、超音波反射性材料、およびそれらの組
み合わせから成る群から選択される、材料を含む、特許請求の範囲の任意のシステム請求
項に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含む、特許請求の範囲の任意のシステム
請求項に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記第１の材料および前記第２の材料は、同時に組織の中へ送達される、請求項４０に
記載のシステム。
【請求項４２】
　前記送達要素は、第１の送達要素と、第２の送達要素とを備え、前記第１の材料は、前
記第１の送達要素によって送達され、前記第２の材料は、前記第２の送達要素によって送
達される、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記第１の材料および前記第２の材料は、相互と接触させられたときに化学的変化また
は物理的変化のうちの少なくとも１つを受ける、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記第１の材料および前記第２の材料は、組織の中で相互と接触させられる、請求項４
３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記第１の材料および前記第２の材料は、ヒドロゲルを形成する、請求項４３に記載の
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システム。
【請求項４６】
　前記第１の材料および前記第２の材料は、相互と接触させられたときに増加した粘度を
伴う材料を形成する、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記第１の材料は、前記第２の材料と接触させられたときに重合する、請求項４３に記
載のシステム。
【請求項４８】
　前記注入液は、組織の中へ送達されたときに重合するように構築および整列される、特
許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項４９】
　内視鏡および／または内視鏡に取り付けられるように構築および整列されるシースをさ
らに備え、前記送達デバイスは、前記内視鏡を通して、および／または前記内視鏡に取り
付けられたシースを通して、摺動して前進させられるように構築および整列される、特許
請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項５０】
　腹腔鏡プローブをさらに備え、前記送達デバイスは、前記腹腔鏡プローブを通して、摺
動して前進させられるように構築および整列される、特許請求の範囲の任意のシステム請
求項に記載のシステム。
【請求項５１】
　管腔サイジング要素をさらに備える、特許請求の範囲の任意のシステム請求項に記載の
システム。
【請求項５２】
　治療的制約パラメータを判定するように構成されるアルゴリズムをさらに備える、特許
請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記アルゴリズムによって判定される前記治療的制約パラメータは、前記治療的制約を
生成するように送達される量の注入液を含む、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記アルゴリズムによって判定される前記治療的制約パラメータは、前記治療的制約の
寸法パラメータを含む、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５５】
　熱を前記注入液に印加するように構築および整列される加熱要素をさらに備える、特許
請求の範囲の任意のシステム請求項に記載のシステム。
【請求項５６】
　患者の消化管の管腔区画に近接する場所まで送達要素を前進させるステップと、
　前記管腔区画において治療的制約を生成するように、前記送達要素を通して前記管腔区
画に近接する組織の中へ注入液を送達するステップと、
　を含む、前記患者を治療する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２０１３年１１月２２日に出願された米国仮特許出願番号第６１／９０７，
８０８号（代理人書類番号第４１７１４－７１１．１０１）の利益を主張しており、この
仮出願の全体の内容は参考として本明細書中に援用される；本出願は、２０１３年７月１
８日に出願された「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｔｒｅ
ａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題する米国特許出願番号第１３／９４５，１３８
号；２０１４年８月２７日に出願された「Ｈｅａｔ　Ａｂｌａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
，Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏ
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ｆ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題する米国特許出願番号第１４／４７０，５０３号；２０１４年１
０月１５日に出願された「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」と題する米国特許出願番号第１４／５１５，３２４
号；２０１３年１０月７日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄｓ，Ｓｔｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　
Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎ
ｔｓ　ｏｎ　ａ　Ｐａｔｉｅｎｔ」と題する国際特許出願番号第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／
０６３７５３号；２０１４年６月４日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄｓ，Ｓｔｙｓｔｅｍｓ
　ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｌｕｍｉｎａｌ　Ｓｕ
ｒｆａｃｅ　Ａｒｅａ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　Ｔｒａｃｔ
」と題する国際特許出願番号第ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０４０９５７号；および２０１４
年９月１２日に出願された「Ｓｔｙｓｔｅｍｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題する国際特
許出願番号第ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０５５５１４号；に関連しており、これら出願の各
々の内容は、それらの全体が参考として本明細書中に援用される。
【０００２】
　（発明の背景）
　（１．発明の分野）本発明は、概して、患者の消化管の区画における制約等の狭窄また
は他の制約を患者において生成する、システム、デバイス、および方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　肥満および２型糖尿病は、驚くような速度で有病率が増加している、西洋式の食事およ
び座りがちな生活様式と関連付けられる、２つの流行病である。世界中で、５億人を上回
る肥満の個人および４千万人を超える太り過ぎの未就学児がいる。肥満を予防することを
目的としているステップ、およびすでに太りすぎであるか、または肥満である個人におい
て肥満を治療するように構成される治療を含む、多くの介入が、肥満を抑制するように試
行されてきた。健康的な食事および活発な生活様式が、肥満の予防において主要な要因で
あるが、それらは、すでに肥満である個人にとって、不十分であり、多くの場合、無効な
治療である。ある内科的治療は、減量に良い影響を及ぼすことができるが、多くの場合、
適度の減量につながり、治療利益を持続するために無限の薬理学的投与を必要とする。
【０００４】
　生活様式および内科的治療に加えて、肥満手術と呼ばれる手術の分野全体が、劇的な減
量を求める患者のための外科的解決策を提供するために開発されてきた。肥満手術は、３
つの広いカテゴリ、すなわち、腹腔鏡下調節可能胃絞扼術（ＬＡＧＢ）等の制約性手技、
Ｒｏｕｘ－ｅｎ－Ｙ胃バイパス（ＲＹＧＢ）および胆膵消化回避術（ＢＰＤ）等の腸バイ
パス手技、およびスリーブ胃切除術等の胃再建手術に分けられる。機械的に異なり、可変
的に効果的であるが、これらの手術は全て、それらの臨床科学が急速に進化している、そ
れらが非常に高価である、それらが入院を必要とする、それらが恒久的である、ならびに
多くの場合、それらが有意な罹患率および死亡率と関連付けられるという、いくつかの共
通特徴を共有する。
【０００５】
　本背景に対して、いくつかの医療デバイス解決策が、これらの上記の課題のうちのいく
つかを軽減することを目標としながら、手術の効果を模倣するように開発されてきた。肥
満用デバイスの多くの例があるが、それらは、４つの主要なカテゴリ、すなわち、粘膜関
門デバイス（十二指腸・空腸関門等）、腸神経変調デバイス、制約性デバイス（管腔内バ
ルーンまたは縫合糸、および管腔外制約）、および手術を単純化することを目的としてい
る内視鏡または腹腔鏡手術道具に分けられる。
【０００６】
　これらのアプローチは全て、消化管の動的性質により、耐性が低い傾向がある長期デバ
イスインプラントまたは管腔内縫合糸を必要とし、または有意な罹患率および合併症リス
クを与える恒久的な腸管外科的修正を必要とする。制約性手術の減量効果を模倣すること
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ができるが、外来手技として迅速に行われることができ、および／または長期管腔内イン
プラント、縫合、もしくは腸手術を必要としない手技が、確実に必要とされる。そのよう
な技術は、既存のアプローチと関連付けられる合併症率および複雑性に悩まされることな
く、肥満の蔓延の規模を縮小できるはずである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（発明の簡単な要旨）
　本発明の概念の一側面では、患者の消化管の管腔区画に近接する場所まで送達要素を前
進させるステップと、管腔区画において治療的制約を生成するように、送達要素を通して
管腔区画に近接する組織の中へ注入液を送達するステップとを含む、患者を治療するため
の方法が提供される。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、肥満、２型糖尿病、１型糖尿病、高コレステ
ロール血症、高血圧症、代謝性疾患、代謝症候群、およびそれらの組み合わせから成る群
から選択される、患者疾患または障害を治療する。治療的制約は、胃下部、幽門、近位小
腸、十二指腸、近位空腸、遠位小腸、遠位空腸、回腸、およびそれらの組み合わせから成
る群から選択される、解剖学的場所において生成されることができる。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、消化管の一部を通る食物の通過を制約するよ
うに構築および整列される。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、早期満腹感、早発性満腹感、または満腹感の
うちの少なくとも１つを引き起こすように構築および整列される。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、患者の吸収特性を変化させるように構築およ
び整列される。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、患者の分泌特性を変化させるように構築およ
び整列される。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、患者のホルモンシグナル伝達を変化させるよ
うに構築および整列される。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、便失禁を治療するように構築および整列され
る。治療的制約は、結腸において生成されることができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、粘膜組織内、粘膜下組織内、粘膜と粘膜下組
織との間、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、場所において生成され
る。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、胃下部、幽門、近位小腸、十二指腸、近位空
腸、遠位小腸、遠位空腸、回腸、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、
場所において生成される。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、結腸、直腸、肛門括約筋、およびそれらの組
み合わせから成る群から選択される、場所において生成される。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、少なくとも１．０ｍＬの注入液の量を注入す
ることによって生成される。治療的制約は、少なくとも３．０ｍＬまたは少なくとも４．
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０ｍＬの注入液の量を注入することによって生成されることができる。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、２０．０ｍＬを超えない量の注入液を注入す
ることによって生成される。治療的制約は、１０．０ｍＬを超えないか、または８．０ｍ
Ｌを超えない量の注入液を注入することによって生成されることができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、１ｍｍ～１００ｍｍの軸方向長さを備える。
治療的制約は、１ｍｍ～２０ｍｍの軸方向長さを備えることができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、１０ｍｍ未満またはそれと等しい内径（例え
ば、その開放部分の直径）を備える。治療的制約は、５ｍｍ、４ｍｍ、３ｍｍ、２ｍｍ、
もしくは１ｍｍ未満またはそれらと等しい内径を備えることができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、治療的制約の生成に先立って、管腔区画の内
径の１％～５０％（例えば、それぞれ、９９％～５０％狭窄）である、内径を備える。治
療的制約は、治療的制約の生成に先立って、管腔区画の内径の１％～２０％である、内径
を備えることができる。治療的制約の内径は、送達された注入液の吸収、移動、または他
の低減等の経時的に減少する治療的制約体積を介して等、経時的に増大することができる
。治療的制約の内径は、治療的制約の生成に先立って、管腔区画の内径の１１％～２０％
である内径まで増大することができる。治療的制約は、治療的制約の生成に先立って、管
腔区画の内径の１％～１０％である、内径を備えることができる。治療的制約は、治療的
制約の生成に先立って、管腔区画の内径の１％～５％である、内径を備えることができる
。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、治療的制約の少なくとも一部は、相対的に円周方向の幾何学
形状を備える。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、治療的制約の少なくとも一部は、部分的に円周方向の幾何学
形状を備える。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、治療的制約の少なくとも一部は、相対的に直線状の幾何学形
状を備える。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、治療的制約の少なくとも一部は、相対的に螺旋状の幾何学形
状を備える。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、患者パラメータに基づく治療的制約寸法パラ
メータを備える。治療的制約寸法パラメータは、体積、軸方向長さ、弧の長さ、表面積、
およびそれらの組み合わせから成る群から選択されることができる。患者パラメータは、
体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、ＨｂＡ１ｃレベル、コレス
テロールレベル、およびそれらの組み合わせから成る群から選択されることができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、消化管の第１の管腔区画に向かって前進させら
れる第１の送達要素を備え、注入液は、第１の管腔区画において第１の治療的制約を生成
するように、第１の送達要素を通して第１の管腔区画に近接する組織の中へ送達される、
第１の注入液を含む。本方法はさらに、第２の送達要素を、類似場所まで、および／また
は患者の消化管の第２の管腔区画に近接する場所まで前進させるステップを含むことがで
き、本方法はさらに、第１の治療的制約の体積を増加させるように、および／または第２
の管腔区画において第２の治療的制約を生成するように、第２の送達要素を通して第２の
管腔区画に近接する組織の中へ第２の注入液を送達するステップを含むことができる。第
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２の治療的制約は、体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、ＨｂＡ
１ｃレベル、コレステロールレベル、およびそれらの組み合わせから成る群から選択され
る、患者パラメータに基づいて生成されることができる。第２の治療的制約および第１の
治療的制約は、同一の日に生成されることができる。第２の治療的制約は、第１の治療的
制約の生成の少なくとも１週間後に生成されることができる。第２の治療的制約は、第１
の治療的制約から少なくとも５ｍｍに位置付けられることができる。第２の治療的制約は
、第１の治療的制約から少なくとも１０ｍｍに位置付けられることができる。第１の治療
的制約は、第１の幾何学形状を備えることができ、第２の治療的制約は、第１の幾何学形
状に類似する第２の幾何学形状を備えることができる。第１の治療的制約は、第１の幾何
学形状を備えることができ、第２の治療的制約は、第１の幾何学形状と類似していない第
２の幾何学形状を備えることができる。第１の注入液は、第１の材料を含むことができ、
第２の注入液は、第１の材料に類似する第２の材料を含むことができる。第１の注入液は
、第１の材料を含むことができ、第２の注入液は、第１の材料と類似していない第２の材
料を含むことができる。第１の注入液は、第１の量を含むことができ、第２の注入液は、
第１の量に類似する第２の量を含むことができる。第１の注入液は、第１の量を含むこと
ができ、第２の注入液は、第１の量と類似していない第２の量を含むことができる。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、注入液は、患者パラメータに基づく量の材料を含むことがで
きる。患者パラメータは、体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、
ＨｂＡ１ｃレベル、コレステロールレベル、およびそれらの組み合わせから成る群から選
択されることができる。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、注入液は、組織の中への注入液の送達に先立って判定される
量の材料を含む。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、注入液は、組織の注入液の送達中に判定される量の材料を含
む。この材料の量は、治療的制約内の圧力、治療的制約に近接する組織内の圧力、治療的
制約の体積、治療的制約の直径、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、
パラメータに基づいて判定されることができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、経時的に減少する体積を備える。注入液は、
第１の材料と、第２の材料とを含むことができ、第２の材料は、第１の材料より長い期間
にわたって治療的制約の中にとどまるように構築および整列されることができ、第２の材
料は、第１の材料が送達されてから少なくとも１日後に送達されることができる。
【００３３】
いくつかの実施形態では、注入液の少なくとも５０％は、組織の中へ送達されてから少な
くとも１ヶ月後も治療的制約の中にとどまる（例えば、残りの部分は、吸収され、患者か
ら排出され、および／または患者内で治療的制約の外側の別の身体場所へ移動させられて
いる）。注入液の少なくとも５０％は、組織の中へ送達されてから少なくとも３ヶ月後も
治療的制約の中にとどまることができる。注入液の少なくとも５０％は、組織の中へ送達
されてから少なくとも６ヶ月後も治療的制約の中にとどまることができる。注入液の少な
くとも５０％は、組織の中へ送達されてから少なくとも１年後も治療的制約の中にとどま
ることができる。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、注入液は、エチレンビニルアルコール（ＥＶＯＨ）を含む。
注入液はさらに、ジメチルスルホキシドを含むことができる。注入液はさらに、エチレン
ビニルアルコールを重合させるように構築および整列される第２の材料を含むことができ
る。送達要素は、エチレンビニルアルコールを送達する第１の送達要素と、第２の材料を
送達する第２の送達要素とを備えることができる。注入液はさらに、生理食塩水を含むこ
とができる。送達要素は、エチレンビニルアルコールを送達する第１の送達要素と、生理
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食塩水を送達する第２の送達要素とを備えることができる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、注入液は、ペプチドポリマーを含む。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、注入液は、ポリ乳酸を含む。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、注入液は、ポリメタクリル酸メチルを含む。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、注入液は、ヒドロゲルを含む。ヒドロゲルは、組織の中への
送達後に拡張するように構築および整列されることができる。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、注入液は、哺乳類の身体から採取される材料を含む。本方法
はさらに、哺乳類の身体から材料を採取するステップを含むことができる。注入液は、自
家材料を含むことができる。注入液は、脂肪細胞、コラーゲン、自家コラーゲン、ウシコ
ラーゲン、ブタコラーゲン、生物工学的ヒトコラーゲン、真皮、皮膚充填剤、ヒアルロン
酸、共役ヒアルロン酸、カルシウムヒドロキシルアパタイト、線維芽細胞、およびそれら
の組み合わせから成る群から選択される、材料を含むことができる。注入液は、線維芽細
胞を刺激してコラーゲンを産生するように構成される、ペプチドポリマーを含むことがで
きる。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、注入液は、硬化剤を含む。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、注入液は、接着剤を含む。注入液は、シアノアクリレートを
含むことができる。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、注入液は、組織の中への送達後に拡張するように構築および
整列される。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、注入液は、経時的に組織の中へ溶出するように構成される作
用物質を含む。作用物質は、医薬品を含むことができる。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、注入液は、放射線不透過性材料を含む。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、注入液は、可視染料を含む。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、注入液は、超音波反射性材料を含む。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含む。第１の材料
および第２の材料は、同時に組織の中へ送達されることができる。送達要素は、第１の送
達要素と、第２の送達要素とを備えることができ、第１の材料は、第１の送達要素によっ
て送達されることができ、第２の材料は、第２の送達要素によって送達されることができ
る。これらの実施形態では、第１の送達要素は、針の第１の管腔を備えることができ、第
２の送達要素は、同一の針の第２の管腔を備えることができる。代替として、第１の送達
要素は、第１の針または他の第１の流体送達要素を備えることができ、第２の送達要素は
、第２の別個の針または他の第２の流体送達要素を備えることができる。第１の材料およ
び／または第２の材料は、第１の材料および第２の材料が相互と接触させられたとき等に
化学的変化または物理的変化のうちの少なくとも１つを受けることができる。第１の材料
および第２の材料は、組織の中に位置付けられたときに相互と接触させられることができ
る。第１の材料および第２の材料は、ヒドロゲルを形成することができる。第１の材料お
よび第２の材料は、相互と接触させられたときに増加した粘度を伴う材料を形成すること
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ができる。第１の材料は、第２の材料と接触させられたときに重合することができる。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、注入液は、組織の中へ送達されたときに重合するように構築
および整列される。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、内視鏡下で前進させられる。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、消化管の管腔を介して、管腔区画に近接する場
所まで前進させられる。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、消化管の外側の空間を介して、管腔区画に近接
する場所まで前進させられる。送達要素は、腹腔鏡プローブを通して前進させられること
ができる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、針、流体噴流、イオン導入要素、およびそれら
の組み合わせから成る群から選択される、１つまたはそれを上回る要素を備える。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、少なくとも３０ゲージ（例えば、３０ゲージ、
２９ゲージ、またはそれより大きい）の直径を伴う少なくとも１本の針を備える。送達要
素は、少なくとも２７ゲージの直径を伴う少なくとも１本の針を備えることができる。送
達要素は、少なくとも２３ゲージの直径を備えることができる。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、２０ゲージ未満（例えば、２０ゲージ、２１ゲ
ージ、またはそれより小さい）の直径を備える。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、バルーン等の拡張可能要素上に位置付けられる
複数の送達要素を備える。複数の送達要素は、バルーンまたは他の拡張可能要素上に位置
付けられる円周方向アレイ等で、円周方向に離間させられることができる。複数の送達要
素は、相対的に等しい距離において離間させられることができる。いくつかの実施形態で
は、複数の送達要素は、複数の管腔を伴う単一の針等の単一の構造に含まれる。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、Ｏリングによって提供されるシール等のシ
ールを送達要素の周囲に提供するステップを含む。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、熱を注入液に印加するステップを含む。熱
は、組織の中への注入液の送達に先立って印加されることができる。注入液は、消化管の
筋層に損傷を引き起こすであろう閾値を下回る温度において送達されることができる。送
達要素は、管腔を伴うシャフト上に位置付けられることができ、注入液は、シャフトの管
腔の中にある間に加熱されることができる。送達要素は、管腔を伴うシャフト上に位置付
けられることができ、注入液は、シャフトの管腔の中へ導入される前に加熱されることが
できる。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、注入液の送達に先立って、または送達中の
少なくとも１つにおいて、減圧を組織に印加するステップを含む。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、管腔直径データ、管腔幾何学形状データ、
および／または他の管腔データを生成するように、管腔サイジング手技を行うステップを
含む。管腔サイジング手技は、送達される注入液の量を判定するように、注入液の送達に
先立って行われることができる。管腔サイジング手技は、注入液の送達中に行われること
ができる。管腔サイジング手技は、閉ループ様式で注入液を送達するため等に治療的制約
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の内径を監視するため等に、治療的制約パラメータを監視するように行われることができ
る。管腔データは、拡張可能アセンブリをサイジングすること、送達される注入液の量を
判定すること、送達される注入液の組成を判定すること、内径、圧力、および／または体
積等の治療的制約パラメータを判定すること、消化管を通して治療的制約を超えてサイジ
ングデバイスを前進させるために必要とされる圧力を判定すること、およびそれらの組み
合わせから成る群から選択される、機能を果たすために使用されることができる。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、少なくとも第２の治療手技を行うステップ
を含む。第２の治療手技は、第１の手技の治療結果を向上させるように構築および整列さ
れることができる。向上した治療結果は、向上した抗糖尿病効果、向上した抗肥満効果、
およびそれらの組み合わせから成る群から選択されることができる。第２の手技は、第１
の手技の２年以内に行われることができる。第２の手技は、第１の手技の１年以内に行わ
れることができる。第２の手技は、第１の手技の１ヶ月以内に行われることができる。第
２の手技は、第１の手技の１週間以内に行われることができる。第２の治療手技は、第２
の治療的制約を生成することができ、および／または第１の治療的制約の体積を増加させ
、ならびに／もしくは別様に第１の治療的制約を修正することができる。代替として、ま
たは加えて、第２の治療手技は、粘膜表面積の縮小、粘膜再成長、粘膜吸収性質の変化、
粘膜分泌性質の変化、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、粘膜組織の
修正を引き起こすことができる。粘膜組織は、小腸粘膜組織を含むことができる。粘膜組
織は、十二指腸粘膜組織を含むことができる。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、身体導入デバイスを通して、および／また
はそれと並行して、送達要素を前進させるステップを含む。身体導入デバイスは、内視鏡
、内視鏡に取り付けるためのシース、および／または腹腔鏡プローブを含むことができる
。
【００６２】
　本発明の別の側面によると、患者を治療するためのシステムは、送達デバイスと、注入
液とを備える。送達デバイスはさらに、遠位部分を伴う伸長シャフトを備えることができ
る。送達デバイスはさらに、伸長シャフトの遠位部分上に位置付けられる少なくとも１つ
の送達要素を備えることができる。送達デバイスは、少なくとも１つの送達要素を通して
組織の中へ注入液を送達し、消化管において治療的制約を生成するように構築および整列
されることができる。送達デバイスはさらに、患者の消化管の中への送達デバイスのオー
バーザワイヤ送達を支援するため等に、ガイドワイヤ管腔を備えることができる。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、消化管の管腔区画の中に位置付けられる。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、胃の中に位置付けられる。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、本システムは、消化管の第２の区画の管腔において第２の治
療的制約を生成するように、および／または第１の治療的制約の体積を増加させるように
構築および整列される。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの送達要素は、少なくとも２つの送達要素を
備える。少なくとも１つの送達要素は、少なくとも３つの送達要素を備えることができる
。注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含むことができ、少なくとも２つの流体送達
要素は、組織の中への送達に先立って、第１の材料および第２の材料の混合を防止するよ
うに構築および整列されることができる。いくつかの実施形態では、２つまたはそれを上
回る送達要素が、複数の管腔を伴う単一の針等の単一の構造に含まれる。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、内視鏡を通して、および／または内視鏡と並行
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して、ならびに／もしくは内視鏡に取り付けられたシースを通して、前進させられるよう
に構築および整列される。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、消化管を介して、管腔区画に近接する場所まで
前進させられるように構築および整列される。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、消化管の外側の空間を介して、管腔区画に近接
する場所まで前進させられるように構築および整列される。本システムはさらに、腹腔鏡
プローブを備えることができ、送達要素は、腹腔鏡プローブを通して前進させられるよう
に構築および整列されることができる。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、針、流体噴流、イオン導入要素、およびそれら
の組み合わせから成る群から選択される、１つまたはそれを上回る要素を備える。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、少なくとも３０ゲージの直径を伴う少なくとも
１本の針を備える。送達要素は、少なくとも２７ゲージの直径を伴う少なくとも１本の針
を備えることができる。送達要素は、少なくとも２３ゲージの直径を備えることができる
。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、２０ゲージ未満の直径を備える。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、送達要素は、バルーン等の拡張可能要素上に位置付けられる
複数の送達要素を備える。複数の送達要素は、バルーンまたは他の拡張可能要素上に位置
付けられる円周方向アレイ等で、円周方向に離間させられることができる。複数の送達要
素は、相対的に等しい距離において離間させられることができる。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、本システムはさらに、少なくとも１つの送達要素の周囲に密
閉要素を備える。密閉要素は、Ｏリングを備えることができる。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、送達デバイスは、少なくとも１つの送達要素を取り囲む少な
くとも１つの減圧ポートを備える。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、注入液は、患者パラメータに基づいて選択されるか、または
別様に判定される量（例えば、体積または質量）の材料を含む。患者パラメータは、体重
、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、ＨｂＡ１ｃレベル、コレステロ
ールレベル、およびそれらの組み合わせから成る群から選択されることができる。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、注入液は、組織の中への注入液の送達に先立って判定される
量の材料を含む。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、注入液は、組織の中への注入液の送達中に判定される量の材
料を含む。この材料の量は、治療的制約内の圧力、治療的制約に近接する組織内の圧力、
治療的制約の体積、治療的制約の直径、およびそれらの組み合わせから成る群から選択さ
れる、パラメータに基づいて判定されることができる。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、本システムは、経時的に減少する体積を備える、治療的制約
を生成するように構築および整列される。注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含む
ことができ、第２の材料は、第１の材料より長い期間にわたって治療的制約にとどまるよ
うに構築および整列されることができ、第２の材料は、第１の材料が送達されてから少な
くとも１日後に送達されることができる。
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【００８０】
　いくつかの実施形態では、注入液の少なくとも５０％は、組織の中へ送達されてから少
なくとも１ヶ月後も治療的制約の中にとどまる。注入液の少なくとも５０％は、組織の中
へ送達されてから少なくとも３ヶ月後も治療的制約の中にとどまることができる。注入液
の少なくとも５０％は、組織の中へ送達されてから少なくとも６ヶ月後も治療的制約の中
にとどまることができる。注入液の少なくとも５０％は、組織の中へ送達されてから少な
くとも１年後も治療的制約の中にとどまることができる。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、注入液は、エチレンビニルアルコールを含む。注入液はさら
に、ジメチルスルホキシドを含むことができる。注入液はさらに、エチレンビニルアルコ
ールを重合させるように構築および整列される第２の材料を含むことができる。送達要素
は、エチレンビニルアルコールを送達する第１の送達要素と、第２の材料を送達する第２
の送達要素とを備えることができる。注入液はさらに、生理食塩水を含むことができる。
送達要素は、エチレンビニルアルコールを送達する第１の送達要素と、生理食塩水を送達
する第２の送達要素とを備えることができる。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、注入液は、ペプチドポリマーを含む。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、注入液は、ポリ乳酸を含む。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、注入液は、ポリメタクリル酸メチルを含む。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、注入液は、ヒドロゲルを含む。ヒドロゲルは、組織の中への
送達後に拡張するように構築および整列されることができる。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、注入液は、哺乳類の身体から採取される材料を含む。本シス
テムはさらに、哺乳類の身体から材料を採取するステップを含むことができる。注入液は
、自家材料を含むことができる。注入液は、脂肪細胞、コラーゲン、自家コラーゲン、ウ
シコラーゲン、ブタコラーゲン、生物工学的ヒトコラーゲン、真皮、皮膚充填剤、ヒアル
ロン酸、共役ヒアルロン酸、カルシウムヒドロキシルアパタイト、線維芽細胞、およびそ
れらの組み合わせから成る群から選択される、材料を含むことができる。注入液は、線維
芽細胞を刺激してコラーゲンを産生するように構成される、ペプチドポリマーを含むこと
ができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、注入液は、硬化剤を含む。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、注入液は、接着剤を含む。注入液は、シアノアクリレートを
含むことができる。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、注入液は、組織の中への送達後に拡張するように構築および
整列される。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、注入液は、経時的に組織の中へ溶出するように構成される作
用物質を含む。作用物質は、医薬品を含むことができる。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、注入液は、放射線不透過性材料を含む。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、注入液は、可視染料を含む。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、注入液は、超音波反射性材料を含む。
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【００９４】
　いくつかの実施形態では、注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含む。第１の材料
および第２の材料は、同時に組織の中へ送達されることができる。送達要素は、第１の送
達要素と、第２の送達要素とを備えることができ、第１の材料は、第１の送達要素によっ
て送達されることができ、第２の材料は、第２の送達要素によって送達されることができ
る。第１の材料および第２の材料は、相互と接触させられたときに化学的変化または物理
的変化のうちの少なくとも１つを受けることができる。第１の材料および第２の材料は、
組織の中で相互と接触させられることができる。第１の材料および第２の材料は、ヒドロ
ゲルを形成することができる。第１の材料および第２の材料は、相互と接触させられたと
きに増加した粘度を伴う材料を形成することができる。第１の材料は、第２の材料と接触
させられたときに重合することができる。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、注入液は、組織の中へ送達されたときに重合するように構築
および整列される。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、本システムはさらに、内視鏡および／または内視鏡に取り付
けられるように構築および整列されるシースを備える。送達デバイスは、内視鏡を通して
、および／または内視鏡に取り付けられたシースを通して、摺動して前進させられるよう
に構築および整列されることができる。代替として、送達デバイスは、ガイドワイヤ上の
送達の間等に、内視鏡と並行して前進するように構築および整列されることができる。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、本システムはさらに、腹腔鏡プローブを備える。送達デバイ
スは、腹腔鏡プローブを通して、摺動して前進させられるように構築および整列されるこ
とができる。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、本システムはさらに、管腔サイジング要素を備える。管腔サ
イジング要素は、シャフト上に位置付けられる拡張可能要素を備えることができる。代替
として、管腔サイジング要素は、別個のサイジングデバイス上に位置付けられる拡張可能
要素を備えることができる。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、本システムはさらに、治療的制約パラメータを判定するよう
に構成されるアルゴリズムを備える。アルゴリズムによって判定される治療的制約パラメ
ータは、治療的制約を生成するように送達される注入液の量（例えば、体積および／また
は質量）を含むことができる。アルゴリズムによって判定される治療的制約パラメータは
、治療的制約の寸法パラメータを含むことができる。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、本システムはさらに、熱を注入液に印加するように構築およ
び整列される加熱要素を備える。加熱要素は、シャフトの中に位置付けられることができ
る。加熱要素は、シャフトの外部に位置付けられることができる。加熱要素は、消化管の
筋層の組織に損傷を引き起こすであろう閾値を下回る温度まで注入液を加熱するように構
築および整列されることができる。
【０１０１】
　本発明の別の側面によると、患者を治療するための方法は、患者の消化管の場所まで送
達要素を前進させるステップと、消化管において治療的制約を生成するように、送達要素
を通して組織の中へ注入液を送達するステップとを含む。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、胃の中に位置付けられる。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、消化管の管腔区画の中に位置付けられる。
【図面の簡単な説明】
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【０１０４】
　本発明の概念の実施形態の前述および他の目的、特徴、および利点は、類似参照文字が
同一または類似要素を指す、添付図面で図示されるように、好ましい実施形態のより具体
的な説明から明白となるであろう。図面は、必ずしも一定の縮尺ではないが、代わりに、
好ましい実施形態の原理を例証することが強調されている。
【０１０５】
【図１】図１は、本発明の概念による、患者の消化管内に治療的制約を生成するための方
法のフローチャートである。
【図２】図２は、本発明の概念による、患者の消化管内に治療的制約を生成するためのシ
ステムの概略図である。
【図３】図３Ａ－３Ｄは、本発明の概念による、種々の治療的制約構成の側面および端面
断面図の４つのセットである。
【図４】図４－６は、本発明の概念による、治療的制約の生成のための種々の場所を示す
、一連の解剖学的図である。
【図５】図４－６は、本発明の概念による、治療的制約の生成のための種々の場所を示す
、一連の解剖学的図である。
【図６】図４－６は、本発明の概念による、治療的制約の生成のための種々の場所を示す
、一連の解剖学的図である。
【図７】図７Ａは、本発明の概念による、胃の円周の大部分に沿った一連の治療的制約を
含む、胃の断面図である。図７Ｂは、本発明の概念による、胃の部分的円周に沿った１つ
またはそれを上回る治療的制約を含む、胃の断面図である。
【図８】図８－１０は、本発明の概念による、治療的制約の生成のための種々の場所を示
す、一連の解剖学的図である。
【図９】図８－１０は、本発明の概念による、治療的制約の生成のための種々の場所を示
す、一連の解剖学的図である。
【図１０】図８－１０は、本発明の概念による、治療的制約の生成のための種々の場所を
示す、一連の解剖学的図である。
【図１１】図１１Ａ－１１Ｄは、本発明の概念による、それぞれ、治療的制約の生成に先
立った、治療的制約の生成後、治療的制約が部分的に減少した期間後、および治療的制約
が完全に低減した期間後の消化管の区画の一連の側面および端面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０１０６】
　（発明の詳細な説明）
　本明細書で使用される専門用語は、特定の実施形態を説明する目的のためであって、本
発明の概念を制限することを意図するものではない。さらに、本発明の概念の実施形態は
、いくつかの新規の特徴を含んでもよく、そのうちの１つは、単独でその望ましい属性の
原因ではないか、または本明細書に説明される発明の概念を実践することに不可欠ではな
い。本明細書で使用されるように、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈
によって、別様に明示的に示されない限り、複数形態も同様に含むことが意図される。
【０１０７】
　さらに、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」（ならびに「ｃｏｍｐｒｉｓｅ」および
「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」等のｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇの任意の形態）、「有する（ｈａｖｉ
ｎｇ）」（ならびに「ｈａｖｅ」および「ｈａｓ」等のｈａｖｉｎｇの任意の形態）、「
含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」（ならびに「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」および「ｉｎｃｌｕｄｅ
」等のｉｎｃｌｕｄｉｎｇの任意の形態）、または「含有する（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）
」（ならびに「ｃｏｎｔａｉｎｓ」および「ｃｏｎｔａｉｎ」等のｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ
の任意の形態）という言葉は、本明細書で使用されるとき、記載される特徴、整数、ステ
ップ、動作、要素、および／または構成要素の存在を特定するが、１つまたはそれを上回
る他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、および／またはそれらの群の存在
あるいは追加を除外するわけではないことを理解されたい。
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【０１０８】
　第１、第２、第３等の用語は、種々の制限、要素、構成要素、領域、層、および／また
は区分を説明するために本明細書で使用され得るが、これらの制限、要素、構成要素、領
域、層、および／または区分は、これらの用語によって制限されるべきではないことを理
解されるであろう。これらの用語は、ある制限、要素、構成要素、領域、層、または区画
を別の制限、要素、構成要素、領域、層、または区画と区別するためにのみ使用される。
したがって、後述の第１の制限、要素、構成要素、領域、層、または区画は、本願の教示
から逸脱することなく、第２の制限、要素、構成要素、領域、層、または区画と称され得
る。
【０１０９】
　さらに、ある要素が、別の要素「の上にある」、「に取り付けられる」、「に接続され
る」、または「に連結される」と称されるとき、直接、他の要素上またはその上方にあり
得るか、あるいはそれに接続または連結することができるか、もしくは介在要素が存在し
得ることを理解されたい。対照的に、ある要素が、別の要素「上に直接ある」、「に直接
取り付けられる」、「に直接接続される」、または「直接連結される」と称されるとき、
介在要素は存在しない。要素間の関係を説明するために使用される他の単語も、同様に解
釈されるべきである（例えば、「間にある」対「直接間にある」、「隣接する」対「直接
隣接する」等）。
【０１１０】
　「下に」、「下方に」、「下部の」、「上方に」、「上部の」、および同等物等の空間
的に相対的な用語は、例えば、図で図示されるように、別の要素および／または特徴に対
する要素ならびに／もしくは特徴の関係を表すために使用され得る。空間的に相対的な用
語は、図に描写される配向に加えて、使用および／または動作時のデバイスの異なる配向
を包含することを意図していると理解されるであろう。例えば、図中のデバイスが反転さ
せられた場合には、他の要素または特徴の「下方に」および／または「下に」として表さ
れる要素は、他の要素または特徴の「上方に」配向されるであろう。本デバイスは、別様
に配向されることができ（例えば、９０度回転させられるか、または他の配向にある）、
本明細書で使用される空間的に相対的な用語は、それに応じて解釈されることができる。
【０１１１】
　本明細書で使用される場合の「および／または」という用語は、他方を伴うか、または
伴わない、２つの特定された特徴または構成要素のそれぞれの特定の開示として解釈され
るものである。例えば、「Ａおよび／またはＢ」は、それぞれが本明細書で個別に設定さ
れるかのように、（ｉ）Ａ、（ｉｉ）Ｂ、ならびに（ｉｉｉ）ＡおよびＢのそれぞれの特
定の開示として解釈されるものである。
【０１１２】
　明確にするために、別個の実施形態との文脈で説明される、本発明のある特徴はまた、
単一の実施形態において組み合わせて提供され得ることが理解される。逆に、簡単にする
ために、単一の実施形態との文脈で説明される、本発明の種々の特徴はまた、別個に、ま
たは任意の好適な副次的組み合わせで提供されてもよい。例えば、（独立であろうと従属
であろうと）請求項のうちのいずれかに記載される全ての特徴は、任意の所与の方法で組
み合わせられることができると理解され得る。
【０１１３】
　本明細書に説明されるように、室内圧力は、本発明の概念のシステムおよびデバイスを
取り囲む環境の圧力を意味するものとする。陽圧は、室内圧力を上回る圧力、または弁等
の流体経路構成要素を横断する正の差圧等の別の圧力より大きい圧力を含む。陰圧は、室
内圧力を下回る圧力、または弁等の流体構成要素経路を横断する負の差圧等の別の圧力よ
り小さい圧力を含む。陰圧は、真空を含むことができるが、真空を下回る圧力を示唆しな
い。本明細書で使用されるように、「減圧」という用語は、完全または部分真空、もしく
は上記で説明されるような任意の陰圧を指すために使用されることができる。
【０１１４】
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　「直径」という用語は、非円形幾何学形状を表すために本明細書で使用される場合、表
されている幾何学形状に近似する仮説的な円の直径と見なされるものである。例えば、構
成要素の断面等の断面を表すとき、「直径」という用語は、表されている構成要素の断面
と同一の断面積を伴う仮説的な円の直径を表すと見なされるものとする。
【０１１５】
　本発明の概念のシステム、デバイス、および方法は、１つまたはそれを上回る消化管（
ＧＩ）区画の管腔狭窄および／またはＧＩ空間の容積の低減（例えば、胃の容積の低減）
等の治療的制約を生成する。１つまたはそれを上回る送達要素は、治療的制約を生成する
ように、消化管（ＧＩ）組織等の組織の中へ１つまたはそれを上回る材料を含む注入液を
送達する。
【０１１６】
ここで図１を参照すると、本発明の概念による、患者において治療的制約を生成するため
の方法のフローチャートが図示されている。ステップ５１０では、注入液送達デバイスが
提供される。注入液を送達デバイスに提供するためのシステムも提供されることができる
。注入液送達デバイスおよび／またはシステムは、図２を参照して以下で説明されるデバ
イス１００および／またはシステム１０に類似し得る。いくつかの実施形態では、提供さ
れる注入液送達デバイスは、その内容が参照することによってその全体として本明細書に
組み込まれる、２０１４年１０月１５日に出願された、「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｅｘｐａｎｓｉ
ｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」と題される、出願人の
同時係属中の米国特許出願第１４／５１５，３２４号で説明される組織拡張デバイスに類
似し得る。
【０１１７】
　ステップ５２０では、注入液送達デバイスの１つまたはそれを上回る送達要素は、消化
管の管腔区画に近接する場所等の患者の組織場所まで前進させられる。注入液デバイス送
達要素は、最初に、患者の口を通して、胃、十二指腸、または空腸等の内部身体場所に配
置されている、内視鏡（および／または内視鏡に取り付けられたシース）等の導入デバイ
スを通して前進させられることができる。いくつかの実施形態では、注入液送達デバイス
は、患者の肛門を通して、肛門括約筋、直腸、または結腸等の内部身体場所まで等に前進
させられる。いくつかの実施形態では、注入液送達要素は、胃または小腸の中への進入を
提供する腹腔鏡プローブ等の腹腔鏡プローブを通して前進させられる。
【０１１８】
　ステップ５３０では、注入液は、注入液送達デバイスの１つまたはそれを上回る送達要
素を通して、標的組織（例えば、管腔区画に近接する組織）の中へ送達される。いくつか
の実施形態では、１つまたはそれを上回る送達要素は、注入液の送達に先立って拡張され
るバルーン等の拡張可能要素に搭載される。標的組織は、組織の連続体積または組織の複
数の離散体積を含むことができる。いくつかの実施形態では、注入液は、消化管の円周に
近接し、かつそれに沿って位置付けられる、２つまたはそれを上回る送達要素によって、
標的組織の中へ送達される。いくつかの実施形態では、送達要素につき１．０ｍＬ～４．
０ｍＬの流体等の１．０ｍＬ～１０．０ｍＬの流体が、送達要素につき送達される。いく
つかの実施形態では、円周方向および／または直線状幾何学形状を伴う治療的制約が生成
され、治療的制約を生成するように注入される４．０ｍＬ～８．０ｍＬの流体等の３．０
ｍＬ～２０ｍＬが送達される。いくつかの実施形態では、管腔容積の直径、注入液を受容
する組織内の圧力、および／または（例えば、治療的制約の閉ループ生成を行うように）
送達されている注入液の圧力等の１つまたはそれを上回るパラメータが、注入液の送達中
に測定される。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、注入液送達に先立って、胃壁組織または小腸管腔壁組織等の
組織を１つまたはそれを上回る流体送達要素に近接近させるように、減圧が、注入液送達
デバイスの１つまたはそれを上回るポート（例えば、バルーン等の拡張可能アセンブリ上
の１つまたはそれを上回るポート等の流体送達要素に近接する１つまたはそれを上回るポ
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ート）に印加される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体送達要素は、組織
の表面を貫通する様式で、注入液を送達するように構成される流体噴流を備える。いくつ
かの実施形態では、少なくとも１つの送達要素は、電磁場を使用して流体の中へ注入液を
送達するように構成される、イオン導入要素を備える。いくつかの実施形態では、少なく
とも１つの送達要素は、標的組織への注入液の送達に先立って、組織表面を通して前進さ
せられる針を備える。針は、組織の中への送達に先立って、混合することなく異なる注入
液を送達することができる、複数の管腔を備える針等の１つまたはそれを上回る管腔を備
えることができる。標的組織の中への注入液の送達は、患者の消化管区画または他の消化
管場所内に治療的制約ＴＲを形成させる。治療的制約ＴＲは、図３Ａ－３Ｄを参照して以
下で説明されるように、種々のサイズおよび幾何学形状を伴う管腔制約または他の断面積
制約（以降では管腔制約）を備えることができる。治療的制約ＴＲは、図４－１０を参照
して以下で説明されるように、本明細書に説明されるような１つまたはそれを上回る解剖
学的場所に位置付けられることができる。
【０１２０】
　治療的制約ＴＲを生成するように送達される注入液は、図２、３Ａ－３Ｄ、および１１
Ａ－１１Ｄを参照して以下で説明されるように、注入液が吸収され、分解し、移動し、お
よび／または別様に経時的に治療的制約ＴＲ内から低減させられるとき等に、治療的制約
ＴＲの体積が経時的に減少するように構築および整列されることができる。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、１つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲは、測定された患者
パラメータ等の患者パラメータに基づく、寸法パラメータ等の治療的制約パラメータを備
える。これらの実施形態では、治療的制約パラメータは、体積、軸方向長さ、弧の長さ（
例えば、１５°～３６０°）、表面積、およびこれらの組み合わせから成る群から選択さ
れる、寸法パラメータを含むことができる。これらの実施形態では、患者パラメータは、
体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、ＨｂＡ１ｃレベル、コレス
テロールレベル、血圧、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、パラメー
タを含むことができる。
【０１２２】
　本発明の概念の１つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲは、粘膜組織内、粘膜下組織内
、粘膜と粘膜下組織との間、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、場所
（例えば、注入液送達を受容する標的組織の場所）において生成されることができる。１
つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲは、胃下部、幽門、近位小腸（例えば、十二指腸お
よび／または近位空腸）、遠位小腸（例えば、遠位空腸および／または回腸）、結腸、直
腸、肛門括約筋、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、場所において生
成されることができる。
【０１２３】
　図１のステップ５１０から５３０および図２のシステム１０を参照して説明されるもの
等の本発明の概念のシステム、デバイス、および方法は、本発明の概念の１つまたはそれ
を上回る治療的制約ＴＲが、胃下部、幽門、近位小腸、十二指腸、近位空腸、遠位小腸、
遠位空腸、回腸、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、解剖学的場所に
おいて作成されることができるとき等に、肥満、２型糖尿病、１型糖尿病、高コレステロ
ール血症、高血圧症、代謝性疾患、代謝症候群、およびそれらの組み合わせから成る群か
ら選択される、患者疾患または障害等の患者疾患または障害を治療するように、行われる
ことができる。１つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲは、消化管の部分を通して食物の
通過を制約するように構成されることができる。１つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲ
は、早期満腹感、早発性満腹感、または満腹感のうちの少なくとも１つを引き起こすよう
に構成されることができる。本発明の概念のシステム、デバイス、および方法は、患者の
消化管の吸収特性および／または分泌特性を変化させるように構築および整列されること
ができる。代替として、または加えて、本発明の概念のシステム、デバイス、および方法
は、患者のホルモンシグナル伝達を変化させるように構築および整列されることができる
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。いくつかの実施形態では、１つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲは、少なくとも１つ
の治療的制約ＴＲが結腸、直腸、および／または肛門括約筋において生成されるとき等に
、便失禁を治療するように生成される。
【０１２４】
　注入液は、生成される治療的制約ＴＲに近接する１つまたはそれを上回る組織場所にお
いて、１回またはそれを上回る注入で送達されることができる。注入液の送達（例えば、
送達される注入液の量および／または注入液送達の場所）は、体重、肥満度指数、確立さ
れた基準に基づく過剰体重、年齢、ＨｂＡ１ｃレベル、コレステロールレベル、およびこ
れらの組み合わせから成る群から選択される、１つまたはそれを上回るパラメータ等の１
つまたはそれを上回る患者パラメータに基づき得る。代替として、注入液の送達（例えば
、送達される注入液の量および／または注入液送達の場所）は、治療的制約内の圧力、治
療的制約に近接する組織内の圧力、治療的制約の体積、治療的制約の直径、およびそれら
の組み合わせから成る群から選択される、治療的制約パラメータおよび／または治療的制
約場所パラメータに基づき得る。送達される注入液の量（例えば、体積または質量）は、
注入液の送達中に１つまたはそれを上回る患者パラメータもしくは治療的制約パラメータ
を測定することによって等、治療的制約ＴＲを生成する臨床手技に先立って、および／ま
たはその間に、判定されることができる。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、注入液は、哺乳類の身体から採取される材料を含み、ステッ
プ５１０から５３０のうちの１つまたはそれを上回るものは、注入液が患者から採取され
る材料（すなわち、自家材料）または別の哺乳類対象から採取される材料を含むとき等に
、注入液を採取するステップを含むことができる。これらの実施形態では、注入液は、脂
肪細胞、コラーゲン、自家コラーゲン、ウシコラーゲン、ブタコラーゲン、生物工学的ヒ
トコラーゲン、真皮、皮膚充填剤、ヒアルロン酸、共役ヒアルロン酸、カルシウムヒドロ
キシルアパタイト、線維芽細胞、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、
材料を含むことができる。注入液は、コラーゲンを産生するため等に、線維芽細胞を刺激
するように構成されるペプチドポリマーを含むことができる。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、ステップ５１０から５３０は、患者の異なる消化管場所内で
形成される第２の治療的制約ＴＲ２（以降では「ＴＲ」）を生成するように、同一の臨床
手技中等に（例えば、同一の日に）繰り返される。いくつかの実施形態では、第２の治療
的制約ＴＲは、第１の治療的制約ＴＲの作成の少なくとも１週間、１ヶ月、３ヶ月、また
は６ヶ月後等、第１の臨床手技から少なくとも２４時間で行われる第２の臨床手技におい
て形成される。いくつかの実施形態では、３つまたはそれを上回る治療的制約が、１つま
たはそれを上回る臨床手技において生成される。第１の治療的制約ＴＲおよび第２の治療
的制約ＴＲは、少なくとも１０ｍｍの分離等の少なくとも５ｍｍの直線距離（例えば、小
腸の中心軸に沿った距離）だけ分離されることができる。いくつかの実施形態では、ステ
ップ５１０から５３０は、第２の治療的制約ＴＲの作成を伴って、または伴わずに、第１
の治療的制約ＴＲの体積を増加させるように繰り返される。
【０１２７】
　第２の治療的制約ＴＲは、類似または非類似注入液材料、送達される注入液量、注入液
送達デバイス、注入液送達システム、および／または注入液送達方法を使用して生成され
る治療的制約等の第１の治療的制約ＴＲと類似または非類似であり得る。第２の治療的制
約ＴＲは、第１の治療的制約ＴＲと類似または非類似の形状もしくは寸法を備えることが
できる。
【０１２８】
　第２の治療的制約ＴＲは、相互から少なくとも５ｍｍ離れて、および／または１００ｍ
ｍ以内に位置付けられる、２つの対応する境界等の第１の治療的制約ＴＲの最近接境界か
ら少なくとも１ｍｍに位置付けられる境界を含むことができる。
【０１２９】
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　第２の治療的制約ＴＲは、体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢
、ＨｂＡ１ｃレベル、コレステロールレベル、およびこれらの組み合わせから成る群から
選択される、患者パラメータに基づいて生成されることができる。第２の治療的制約ＴＲ
は、第１の治療的制約ＴＲの生成後に望ましくないレベルまで増加する患者体重等の望ま
しくないレベルに向かう傾向がある患者パラメータに基づいて生成されることができる。
【０１３０】
　本発明の概念の方法は、上記で説明されるような第２の治療的制約ＴＲの生成または異
なる治療手技等の第２の治療手技を患者に行うステップを含むことができる。いくつかの
実施形態では、治療的制約ＴＲを生成する手技に先立って、またはその後に、非類似の第
２の手技が行われる。第２の治療手技は、抗糖尿病効果および／または抗肥満効果を向上
させるため等に、治療的制約ＴＲの治療結果を向上させるように構成されることができる
。治療的制約ＴＲの生成および第２の治療手技は、相互の１年、１ヶ月、または１週間以
内等の相互の２年以内に行われることができる。いくつかの実施形態では、第２の治療手
技は、その内容が参照することによってその全体として本明細書に組み込まれる、２０１
４年６月４日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄｓ，Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｌｕｍｉｎａｌ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｒｅａ　
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　Ｔｒａｃｔ」と題される、出願人の
同時係属中の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０４０９５７号で説明されるように
、粘膜表面積（例えば、十二指腸粘膜等の小腸粘膜）を低減するか、または別様に患者を
治療するように構成される。いくつかの実施形態では、１つまたはそれを上回る治療的制
約の作成に先立って、および／またはその後に、低減した脂肪および／または低減したカ
ロリー摂取量を伴う食事等の患者の食事が変更される。
【０１３１】
　ここで図２を参照すると、本発明の概念による、患者の消化管内で治療的制約を生成す
るためのシステムの概略図が図示されている。システム１０は、注入液を標的組織に送達
して治療的制約を生成するように構築および整列される、注入液送達デバイス１００を含
む。いくつかの実施形態では、システム１０および／またはデバイス１００は、その内容
が参照することによってその全体として本明細書に組み込まれる、２０１４年１０月１５
日に出願された、「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ，　Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」と題される、出願人の同時係属中の米国特許出願第１４／
５１５，３２４号で説明される組織拡張システムおよびデバイスと類似構造および配列で
あり得る。システム１０はさらに、第１の注入液３３２ａ、第２の注入液３３２ｂ、およ
び／または第３の注入液３３２ｃ（単独で、または集合的に「注入液３３２」）等の１つ
またはそれを上回る注入可能材料をデバイス１００に提供するように構築および整列され
る、注入液送達ユニット（ＩＤＵ）３３０を含むことができる。システム１０はさらに、
身体導入デバイス、内視鏡等の導入器３５０、内視鏡に取り付けるためのシース、ガイド
ワイヤ、腹腔鏡プローブ、および／または１つまたはそれを上回る送達要素１４０ならび
に／もしくはデバイス１００の別の部分を胃、腸上部、または腸下部等の内部身体場所に
前進させるために使用される他のデバイスを含むことができる。いくつかの実施形態では
、１つまたはそれを上回る送達要素１４０を含む、デバイス１００の遠位部分は、導入器
３５０の１つまたはそれを上回る作業チャネルを通して前進させられる。いくつかの実施
形態では、１つまたはそれを上回る送達要素１４０は、消化管の区画内の場所から消化管
粘膜下層または他の消化管組織を含む標的組織に注入液３３２（例えば、消化管の内壁を
通して送達される注入液）を送達するため等に、消化管の区画の管腔内の場所まで前進さ
せられる。他の実施形態では、１つまたはそれを上回る送達要素１４０は、消化管の外側
の場所から消化管粘膜下層または他の消化管組織を含む標的組織に注入液３３２（例えば
、消化管の外壁を通して送達される注入液）を送達するため等に、消化管の区画の外側（
例えば、腹腔鏡プローブを介する等して漿膜層の外側）の場所まで前進させられる。
【０１３２】
　注入液３３２は、消化管区画の管腔を狭くするか、または別様に消化管空間の容積を低
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減させる（例えば、胃内の空間を低減させる）ように、組織の１つまたはそれを上回る層
を拡張する、および／または組織の１つまたはそれを上回る層内の体積を占有するために
使用される、１つまたはそれを上回る材料を含むことができる。注入液３３２は、少なく
とも１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、または１年の期間等の期間が経過した後も、注入された量
の少なくとも５０％が治療的制約の中にとどまる（例えば、残りの部分が、吸収され、患
者から排出され、および／または患者内で治療的制約の外側の別の身体場所へ移動させら
れている）ように構築および整列されることができる。
【０１３３】
　注入液送達デバイス１００は、ハンドル１１０と、取り付けられた伸長シャフトである
、シャフト１０１とを備えることができる。シャフト１０１は、患者の生体構造の１つま
たはそれを上回る部分をナビゲートするために十分な剛性および可撓性であり得る。いく
つかの実施形態では、シャフト１０１は、オーバーザワイヤ送達のために構築および整列
される（例えば、迅速交換ガイドワイヤサイドカーを備える、１つまたはそれを上回るガ
イドワイヤ管腔もしくは遠位区画を含む）。拡張可能アセンブリ１３０は、シャフト１０
１の遠位部分上に位置付けられることができる（その半径方向に拡張した状態において図
１に示される拡張可能アセンブリ１３０）。拡張可能アセンブリ１３０は、拡張可能バル
ーン、拡張可能ケージ、または半径方向に展開可能なアームのアレイを備えることができ
る。拡張可能アセンブリ１３０上、中、または内には、図２に示される３つの送達要素１
４０等の１つまたはそれを上回る送達要素１４０が位置付けられる。複数の送達要素１４
０は、円周の周囲で均等に離間させられる（例えば、シャフト１０１に対して相対的に直
交する平面内に位置する円周の周囲で均等に離間させられる）２つまたはそれを上回る送
達要素１４０等、拡張可能アセンブリ１３０の周囲に位置付けられることができる。送達
要素１４０は、針、流体噴流、イオン導入流体送達要素、およびこれらの組み合わせから
成る群から選択される、１つまたはそれを上回る送達要素を備えることができる。いくつ
かの実施形態では、１つまたはそれを上回る送達要素１４０は、少なくとも２７ゲージま
たは少なくとも２３ゲージの直径等の少なくとも３０ゲージの直径を伴う針を備える。い
くつかの実施形態では、１つまたはそれを上回る送達要素１４０は、２０ゲージ未満の直
径を伴う針を備える。いくつかの実施形態では、１つまたはそれを上回る送達要素１４０
は、複数の管腔を伴う針を備える。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、デバイス１００は、針のシャフトを取り囲むＯリング等の１
つまたはそれを上回る送達要素１４０の周囲にシールを提供するように構成される、密閉
要素１５７を備える。密閉要素１５７は、シャフト１０１の減圧管腔および／または他の
管腔の詰まりを防止するため等に、注入液３３２または他の流体が密閉要素１５７と送達
要素１４０との間を通過することを防止しながら、針または他の送達要素１４０が密閉要
素１５７を通って摺動して前進することを可能にするように構築および整列されることが
できる。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、デバイス１００は、複数の針等の複数の送達要素１４０を備
える。これらの実施形態では、複数の送達要素１４０は、バルーンまたは拡張可能アセン
ブリ１３０等の他の拡張可能アセンブリの周囲で円周方向に離間させられることができる
。複数の送達要素１４０は、拡張可能アセンブリ１３０の円周に沿って１２０°だけ分離
された３つの送達要素等、相対的に等しい距離において離間させられることができる。
【０１３６】
　デバイス１００は、注入液３３２および／または１つまたはそれを上回る他の流体が、
管アセンブリ１２１の１つまたはそれを上回る管腔の中へ送達され、送達要素１４０まで
ハンドル１１０およびシャフト１０１の１つまたはそれを上回る管腔を通過することがで
きるように、流体コネクタ１２３において終端する管アセンブリ１２１を含むことができ
る。いくつかの実施形態では、流体コネクタ１２３はまた、１本またはそれを上回るワイ
ヤ、光ファイバ、もしくは他の可撓性導管等のデバイス１００とＩＤＵ３３０との間の１
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つまたはそれを上回る非流体送達導管を動作可能に接続することもできる。
【０１３７】
　図２に示されるように、コネクタ１２３は、注入液３３２がデバイス１００に提供され
ることができるように、ＩＤＵ３３０に動作可能に取り付けられている。ＩＤＵ３３０は
、１つまたはそれを上回るリザーバ３３５（３つが図２に示されている）内に含有される
１つまたはそれを上回る注入液３３２（３つが図２に示されている）を含むことができる
。リザーバ３３５は、１つまたはそれを上回る加熱器３３３（１つが図２に示されており
、例えば、所望であれば複数の注入液３３２の混合を防止するように構成される複数の流
体経路を伴う単一の加熱器）に動作可能に接続される（例えば、それと流体連通する）こ
とができる。いくつかの実施形態では、ＩＤＵ３３０は、複数の注入液３３２（例えば、
示される注入液３３２ａ、３３２ｂ、および３３２ｃ）を含み、注入液３３２のあるサブ
セットは、加熱器３３３によって加熱され、あるサブセットは、加熱器３３３によって加
熱されない。１つまたはそれを上回る注入液３３２は、組織の中への送達に先立って、加
熱器３３３によって加熱されることができる。
【０１３８】
　ＩＤＵ３３０はさらに、デバイス１００の中および／または送達要素１４０の外へ１つ
またはそれを上回る注入液３３２を推進するように構築および整列される、１つまたはそ
れを上回るポンプアセンブリ３３４を備えることができる。ポンプアセンブリ３３４は、
圧力源（例えば、１つまたはそれを上回るリザーバ３３５に印加される圧力源）、および
／または電磁流体力学的流体推進要素、遠心ポンプ、蠕動ポンプ、シリンジポンプ、およ
びこれらの組み合わせから成る群から選択される要素等のポンプ要素を備えることができ
る。加熱器３３３および／またはポンプアセンブリ３３４は、注入液３３２ａ、３３２ｂ
、および／または３３２ｃのうちの１つまたはそれを上回るものの混合を防止する、なら
びに／もしくは混合を引き起こすように構成されることができる。
【０１３９】
　ＩＤＵ３３０はさらに、タッチスクリーン、キーボード、マウス、視覚ディスプレイ、
スピーカ、マイクロホン、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、１つま
たはそれを上回るユーザ入力および／またはユーザ出力構成要素を含む、ユーザインター
フェース等のユーザインターフェース３３１を備えることができる。ユーザインターフェ
ース３３１は、注入液３３２の温度、注入液３３２の流速、注入液３３２の圧力、および
注入液３３２送達の警報閾値のうちの１つまたはそれを上回るものを修正するため等に、
注入液３３２送達を開始、中止、および／または修正するために使用されることができる
。
【０１４０】
　デバイス１００は、各送達要素１４０に近接して位置付けられる、１つまたはそれを上
回る開口部もしくはポートである、開口部１３１を備えることができる。１つまたはそれ
を上回る開口部１３１は、組織を各流体送達要素１４０と近接近させるため等に、減圧を
印加するように構築および整列されることができる。いくつかの実施形態では、ＩＤＵ３
３０は、減圧を維持するように構成されるシャフト１０１内の１つまたはそれを上回る管
腔を介して等、減圧を開口部１３１に制御可能に提供するように構築および整列される。
１つまたはそれを上回る開口部１３１は、組織が開口部１３１に進入することを可能にす
るようなサイズにされることができ、開口部１３１から退出する送達要素１４０を伴わず
に（例えば、開口部１３１から退出する針を備える送達要素１４０を伴わずに）関連送達
要素１４０が流体を捕捉された組織の中へ浸透させるか、または別様に送達することを可
能にする。
【０１４１】
　ハンドル１１０の上に位置付けられて示される制御装置１１２は、標的組織への注入液
３３２の送達を開始するか、または別様に制御するように構築および整列される、１つま
たはそれを上回る要素を備えることができる。いくつかの実施形態では、制御装置１１２
は、１つまたはそれを上回る開口部１３１に印加される減圧を制御するように構成される
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。いくつかの実施形態では、制御装置１１２は、逐次的に、または同時に、針を備える１
つまたはそれを上回る送達要素１４０を前進させるため等に、１つまたはそれを上回る送
達要素１４０を前進させるように構成される。いくつかの実施形態では、制御装置１１２
は、１つまたはそれを上回る制御信号をＩＤＵ３３０に提供するように構築および整列さ
れる。制御装置１１２は、ポンプアセンブリ、機械および／または電気スイッチ、前進可
能スライド、回転可能ノブ、カム機構、弁または弁コントローラ、およびこれらの組み合
わせを備えることができる。
【０１４２】
　デバイス１００は、機能的要素１３９等の１つまたはそれを上回る機能的要素を含むこ
とができる。機能的要素１３９は、拡張可能アセンブリ１３０上、中、および／または内
に位置付けられて図２に示されている。代替として、または加えて、１つまたはそれを上
回る機能的要素１３９は、シャフト１０１および／またはハンドル１１０上、中、ならび
に／もしくは内に位置付けられることができる。機能的要素１３９は、センサおよび／ま
たは変換器を備えることができる。いくつかの実施形態では、機能的要素１３９は、温度
センサ、圧力センサ、歪みゲージ、光センサ、磁気センサ、電気センサ、電極、およびこ
れらの組み合わせから成る群から選択される、１つまたはそれを上回るセンサを備える。
代替として、または加えて、機能的要素１３９は、流体攪乱および／または攪拌要素、加
熱要素、冷却要素、圧電性結晶、音響変換器、電磁変換器、およびこれらの組み合わせか
ら成る群から選択される、１つまたはそれを上回る変換器を備えることができる。いくつ
かの実施形態では、機能的要素１３９は、１つまたはそれを上回る注入液３３２を加熱す
るように構築および整列される加熱要素を備える。いくつかの実施形態では、ＩＤＵ３３
０は、機能的要素１３９が加熱要素を備えるとき等に、電力を機能的要素１３９に供給す
るため等に、（例えば、コネクタ１２３を介して）エネルギーをデバイス１００の１つま
たはそれを上回る構成要素に供給することができる、電源である供給源３３６を備える。
代替として、または加えて、供給源３３６は、開口部１３１および／または送達要素１４
０内に、ならびに／もしくはそれに近接して、組織を位置付けるため等に、上記で説明さ
れるようなデバイス１００の開口部１３１の周囲に減圧を供給するため等に減圧源として
構成されることができる。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、注入液３３２は、単一の材料、もしくはガス、液体、ゲル、
およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、１つまたはそれを上回る材料を含
む。他の実施形態では、注入液３３２は、第１の注入液３３２ａ、第２の注入液３３２ｂ
、および／または第３の注入液３３２ｃ等の少なくとも２つの材料を含む。第１の注入液
３３２ａ、第２の注入液３３２ｂ、および／または第３の注入液３３２ｃは、類似または
非類似性質を備えることができる。いくつかの実施形態では、第１の注入液３３２ａおよ
び第２の注入液３３２ｂは、以下で説明される重合反応において等、相互と接触させられ
たときに化学的変化または物理的変化のうちの少なくとも１つを受けるように構築および
整列されることができる。システム１０は、第１の注入液３３２ａおよび第２の注入液３
３２ｂが標的組織の１つまたはそれを上回る層等の１つまたはそれを上回る組織層内で相
互と接触した後に、化学的および／または物理的変化が起こるように、構築および整列さ
れることができる。誘発された化学的および／または物理的変化は、ヒドロゲルを形成す
ること、第１の注入液３３２ａまたは第２の注入液３３２ｂのいずれか一方より高い粘度
を伴う材料を生成すること、第１の注入液３３２ａおよび／または第２の注入液３３２ｂ
を重合させること、ならびにこれらの組み合わせから成る群から選択される、変化を含む
ことができる。第１の注入液３３２ａ、第２の注入液３３２ｂ、および／または第３の注
入液３３２ｃは、同一または異なる送達要素１４０を介して、同時に、または逐次的に送
達されることができる。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、第２の注入液３３２ｂは、第１の注入液３３２ａより長い期
間にわたって治療的制約ＴＲ内に、またはそれに近接してとどまるように構築および整列
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される（例えば、第２の注入液３３２ｂは、第１の注入液３３２ａより遅い速度で、吸収
され、分解し、移動し、および／または別様に治療的制約ＴＲ内もしくは治療的制約ＴＲ
に近接する組織から低減させられる）。これらの実施形態では、第１の注入液３３２ａお
よび第２の注入液３３２ｂは、第２の注入液３３２ｂが第１の注入液３３２ａの送達の少
なくとも１日後に類似標的組織または異なる標的組織に（例えば、類似または異種非類似
の場所の標的組織の）送達されるとき等に、同一の手技または異なる手技において、標的
組織に送達されることができる。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、注入液３３２は、エチレンビニルアルコール（ＥＶＯＨ）を
含む。これらの実施形態では、注入液３３２はさらに、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ
）、ＥＶＯＨを重合させるように構築および整列される材料、生理食塩水、およびこれら
の組み合わせから成る群から選択される材料等の１つまたはそれを上回る他の材料を含む
ことができる。いくつかの実施形態では、第１の注入液３３２ａは、第１の送達要素１４
０（例えば、第１の針）によって送達されるＥＶＯＨを含み、生理食塩水または別のＥＶ
ＯＨ重合材料を含む、第２の注入液３３２ｂは、第２の送達要素１４０（例えば、第２の
針）によって送達される。他の実施形態では、単一の送達要素１４０は、２つの管腔、す
なわち、第１の注入液３３２ａを送達するための第１の管腔、および第２の注入液３３２
ｂを送達するための第２の管腔を伴う、針を備える。これらの実施形態では、ＩＤＵ３３
０および／または機能的要素１３９は、少なくともＥＶＯＨ材料を加熱するように構成さ
れる、１つまたはそれを上回る加熱要素を備えることができる。システム１０は、ＥＶＯ
Ｈ等の注入液３３２を少なくとも５０℃～少なくとも６０℃の温度まで加熱するように構
築および整列されることができる。いくつかの実施形態では、注入液３３２は、消化管の
筋層の組織に損傷を引き起こすであろう閾値を下回る温度まで加熱される。注入液３３２
は、１つまたはそれを上回る送達要素１４０による標的組織の中へのその送達に先立って
、加熱されることができる。いくつかの実施形態では、機能的要素１３９は、シャフト１
０１上、中、または内に位置付けられ、少なくともＥＶＯＨを含む注入液等の注入液３３
２を加熱するように構成される、加熱要素を備える。代替として、または加えて、加熱要
素を備える機能的要素１３９は、ハンドル１１０の中に位置付けられ、注入液３３２を加
熱するように構成されることができる。代替として、または加えて、ＩＤＵ３３０の１つ
またはそれを上回る加熱器３３３は、デバイス１００への１つまたはそれを上回る注入液
３３２の送達に先立って、１つまたはそれを上回る注入液３３２を加熱することができる
。
【０１４６】
　注入液３３２は、ペプチドポリマー、ポリ乳酸、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）
、ヒドロゲル、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、材料を含むことが
できる。注入液３３２は、送達後に拡張するように構成されるヒドロゲル等の標的組織の
中への送達後に拡張されるように構成される材料を含むことができる。
【０１４７】
　いくつかの実施形態では、注入液３３２は、図１の方法を参照して上記で説明されるよ
うに、哺乳類の身体から採取される材料を含む。これらの実施形態では、注入液３３２は
、患者から採取される自家材料を含むことができる。注入液３３２は、脂肪細胞、コラー
ゲン、自家コラーゲン、ウシコラーゲン、ブタコラーゲン、生物工学的ヒトコラーゲン、
真皮、皮膚充填剤、ヒアルロン酸、共役ヒアルロン酸、カルシウムヒドロキシルアパタイ
ト、線維芽細胞、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、採取された材料
を含むことができる。注入液３３２は、線維芽細胞を刺激してコラーゲンを産生するよう
に構成される、ペプチドポリマーを含むことができる。
【０１４８】
　注入液３３２は、硬化剤および／またはシアノアクリレート等の接着剤を含むことがで
きる。注入液３３２は、経時的に注入液３３２から放出される医薬品等の経時的に組織内
に溶出するように構成される１つまたはそれを上回る作用物質を含むことができる。注入



(26) JP 2016-537123 A 2016.12.1

10

20

30

40

50

液３３２は、放射線不透過性材料、超音波反射性材料、および／または可視染料等の可視
材料等の注入液３３２および／または治療的制約ＴＲを視覚化するために使用される１つ
またはそれを上回る材料を含むことができる。
【０１４９】
　いくつかの実施形態では、システム１０は、管腔データを生成するため等に、消化管の
１つまたはそれを上回る区画の管腔を測定するため、および／または治療的制約ＴＲの寸
法パラメータ（例えば、治療的制約ＴＲ内に存在する開口部の外径を表す治療的制約ＴＲ
の内径）を測定するために使用される、サイジングデバイス４３０を備える。サイジング
デバイス４３０は、その内容が参照することによってその全体として本明細書に組み込ま
れる、２０１４年９月１２日に出願された、「Ｓｙｓｔｅｍｓ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎ
ｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉｓｓｕｅ
」と題される、出願人の同時係属中の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０５５５１
４号で説明される、サイジングデバイスに類似する構造および配列のサイジングデバイス
を備えることができる。サイジングデバイス４３０は、治療的制約ＴＲの生成に先立って
（例えば、組織の中への注入液３３２の送達に先立って）管腔直径情報を測定するように
構築および整列されることができる。代替として、または加えて、サイジングデバイス４
３０は、治療的制約ＴＲパラメータを監視または判定するため等に、治療的制約ＴＲの生
成中および／または後に管腔直径ならびに／もしくは治療的制約ＴＲサイズ情報を測定す
るように構築および整列されることができる。サイジングデバイス４３０を用いて収集さ
れる管腔データは、拡張可能アセンブリ１３０をサイジングすること、送達される注入液
３３２の量を判定すること、送達される注入液３３２の組成（例えば、複数の材料の選択
および／または比）を判定すること、内径、圧力、および／または体積等の治療的制約Ｔ
Ｒパラメータを判定すること、消化管を通して治療的制約ＴＲを超えてサイジングデバイ
ス４３０を前進させる（例えば、押動する）ために必要とされる圧力を判定すること、お
よびこれらの組み合わせから成る群から選択される、機能を果たすために使用されること
ができる。
【０１５０】
　いくつかの実施形態では、システム１０のＩＤＵ３３０または別の構成要素は、送達さ
れる注入液３３２の量（例えば、体積および／または質量）等の治療的制約ＴＲパラメー
タ、または治療的制約ＴＲの寸法パラメータ（例えば、長さ、幅、厚さ、体積等）を判定
するように構成される、１つまたはそれを上回るアルゴリズムを備える。いくつかの実施
形態では、システム１０は、図１を参照して上記で説明されるように、単一の臨床手技ま
たは複数の臨床手技において生成される複数の治療的制約等の複数の治療的制約ＴＲを生
成するように構築および整列される。いくつかの実施形態では、システム１０は、治療的
制約ＴＲの生成と同一の臨床手技において、または後続の臨床手技において起こる調節等
の治療的制約ＴＲの体積を調節するように構築および整列される。
【０１５１】
　ここで図３Ａ－３Ｄを参照すると、本発明の概念による、４つの治療的制約の側面およ
び端面断面図が図示されている。図３Ａ－３Ｄは、治療的制約ＴＲ１、ＴＲ２、ＴＲ３ａ
、ＴＲ３ｂ、ＴＲ３ｃ、およびＴＲ４（単独で、または集合的に治療的制約ＴＲ）を図示
する。本発明の概念の治療的制約ＴＲは、種々のサイズおよび幾何学形状を備えることが
でき、かつ注入液および再配置された組織の組み合わせを備えることができる。いくつか
の実施形態では、１つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲは、１ｍｍ～２０ｍｍの累積軸
方向長さ等の１ｍｍ～１００ｍｍの累積軸方向長さ（例えば、単一の治療的制約ＴＲの軸
方向長さ、または複数の治療的制約ＴＲの軸方向長さの合計）を備える。治療的制約ＴＲ
は、５ｍｍ、４ｍｍ、３ｍｍ、２ｍｍ、もしくは１ｍｍ未満またはそれと等しい内径等の
１０ｍｍ未満またはそれと等しい内径（すなわち、開口部の外径）を備えることができる
。治療的制約ＴＲは、注入液の送達に先立って、関連消化管管腔区画の内径の１％～５０
％である内径を備えることができ、内径は、（例えば、注入液が吸収され、分解し、移動
し、および／または別様に治療的制約ＴＲもしくは治療的制約ＴＲに近接する組織内から
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低減させられると）経時的に増加することができる。本システムおよび／または注入液は
、１年未満または６ヶ月未満の期間中に起こる直径の増加等、治療的制約ＴＲの内径が事
前処置された消化管管腔区画内径の１１％～５０％の直径まで増加するように構築および
整列されることができる。いくつかの実施形態では、治療的制約ＴＲの作成時に、その内
径は、事前処置された消化管管腔区画内径の１％～２０％、１％～１０％、または１％～
５％である。
【０１５２】
　いくつかの実施形態では、治療的制約ＴＲは、図３Ａの治療的制約ＴＲ１等の実質的に
完全な円周方向幾何学形状を備える。いくつかの実施形態では、治療的制約ＴＲは、図３
Ｂの治療的制約ＴＲ２等の部分円周方向幾何学形状を備える。いくつかの実施形態では、
治療的制約ＴＲは、図３Ｃに示され、それらの主軸が消化管区画の軸と平行であるように
位置付けられる、治療的制約ＴＲ３ａ、ＴＲ３ｂ、およびＴＲ３ｃのうちの１つ等の比較
的直線状の幾何学形状を備える。いくつかの実施形態では、治療的制約ＴＲは、図３Ｄに
示される治療的制約ＴＲ４等の螺旋状幾何学形状を備える。
【０１５３】
　ここで図４－１０を参照すると、本発明の進歩的な概念による、治療的制約の生成のた
めの種々の場所を示す、一連の解剖学的図が図示されている。図４－１０の治療的制約Ｔ
Ｒは、図１を参照して上記で説明される方法、ならびに図２を参照して上記で説明される
注入液送達デバイス１００および／またはシステム１０を使用して生成されることができ
る。図４－１０の治療的制約ＴＲはそれぞれ、複数の治療的制約ＴＲを備えることができ
る。
【０１５４】
　図４では、治療的制約ＴＲが、幽門に近いが、その近位の場所において生成されている
。図４の実施形態では、治療的制約ＴＲは、胃からの出口を狭くする、満腹感を増加させ
る、カロリー摂取量を減少させる、減量を引き起こす、およびこれらの組み合わせから成
る群から選択される、機能を果たすように構成されることができる。
【０１５５】
　図５では、治療的制約ＴＲが、乳頭（例えば、大十二指腸乳頭および／または小十二指
腸乳頭）に近いが、その近位の場所において生成されている。図５の実施形態では、治療
的制約ＴＲは、小腸粘膜余剰性を利用することによって、外部十二指腸寸法を変化させる
こと等なく、十二指腸の区画の管腔を狭くする、胃流出路閉塞に類似する臨床シナリオを
作成する、満腹感を増加させる、カロリー摂取量を減少させる、減量を引き起こす、およ
びこれらの組み合わせから成る群から選択される、機能を果たすように構成されることが
できる。
【０１５６】
　図６では、治療的制約ＴＲが、乳頭（例えば、大十二指腸乳頭および／または小十二指
腸乳頭）に近いが、その遠位の場所において生成されている。図６の実施形態では、治療
的制約ＴＲは、小腸粘膜余剰性を利用することによって、外部十二指腸寸法を変化させる
こと等なく、十二指腸区画の管腔を狭くする、胃流出路閉塞に類似する臨床シナリオを作
成する、満腹感を増加させる、カロリー摂取量を減少させる、減量を引き起こす、および
これらの組み合わせから成る群から選択される、機能を果たすように構成されることがで
きる。
【０１５７】
　図７では、治療的制約ＴＲが、胃の一部に沿って生成されている。いくつかの実施形態
では、複数の治療的制約ＴＲは、図７Ａで図示される胃の断面図に示されるように、胃の
全または少なくともほぼ全円周の周囲に生成されることができる。代替として、１つまた
はそれを上回る治療的制約ＴＲは、図７Ｂで図示される胃の断面図に示されるように、胃
の円周方向部分（例えば、約１８０°部分）の周囲に生成されることができる。図７、７
Ａ、および７Ｂの実施形態では、１つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲは、複数の伸長
治療的制約ＴＲの直線状アレイ等の治療的制約ＴＲのアレイを備えることができる。図７
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、７Ａ、および７Ｂの実施形態では、１つまたはそれを上回る治療的制約ＴＲは、胃の体
積を低減させる、満腹感を増加させる、および／またはカロリー摂取量を減少させるため
等に胃のホルモンシグナル伝達を変化させる、ならびにこれらの組み合わせから成る群か
ら選択される、機能を果たすように構成されることができる。
【０１５８】
　図８では、治療的制約ＴＲが十二指腸において生成されている。図８の実施形態では、
治療的制約ＴＲは、組織の１つまたはそれを上回る円周方向、部分円周方向、螺旋状、お
よび／または直線状拡張を含むことができる。図８の実施形態では、治療的制約ＴＲは、
十二指腸区画の管腔を狭くする、小腸の長さにわたって粘膜表面積を減少する、粘膜吸収
を変化させる、ホルモン分泌を変化させる、満腹感を増加させる、カロリー摂取量を減少
させる、減量を引き起こす、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、機能
を果たすように構成されることができる。
【０１５９】
　図９では、治療的制約ＴＲが、Ｒｏｕｘ－ｅｎ－Ｙ胃バイパス（ＲＹＧＢ）手技を受け
た患者内で、空腸の近位部分において生成されている。ＲＹＧＢ手技を受ける患者は、多
くの場合、胃嚢の拡張および／または胃空腸吻合の拡張による体重の増加等、体重を再増
加させる。代替として、または加えて、治療的制約ＴＲは、胃嚢内に生成されることがで
きる。図９の実施形態では、治療的制約ＴＲは、ＲＹＧＢ手技の治療利益を向上させる、
胃嚢流出路閉塞を生成する、満腹感を増加させる、カロリー摂取量を減少させる、減量を
引き起こす、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される、機能を果たすように
構成されることができる。
【０１６０】
　図１０では、治療的制約ＴＲが、Ｒｏｕｘ－ｅｎ－Ｙ胃バイパス（ＲＹＧＢ）手技を受
けた患者内で、胃空腸吻合の近位に、および／または胃空腸吻合内に生成されている。Ｒ
ＹＧＢ手技を受ける患者は、多くの場合、胃嚢の拡張および／または胃空腸吻合の拡張に
よる体重の増加等、体重を再増加させる。図１０の実施形態では、治療的制約ＴＲは、Ｒ
ＹＧＢ手技の治療利益を向上させる、胃嚢流出路閉塞を生成する、満腹感を増加させる、
カロリー摂取量を減少させる、減量を引き起こす、およびこれらの組み合わせから成る群
から選択される、機能を果たすように構成されることができる。
【０１６１】
　ここで図１１Ａ－１１Ｄを参照すると、本発明の概念による、それぞれ、治療的制約の
生成に先立った、治療的制約の生成後、治療的制約が部分的に減少した期間後、および治
療的制約が完全に低減した期間後の消化管の区画の一連の側面および端面断面図が図示さ
れている。治療的制約ＴＲを生成するように送達される注入液は、注入液が吸収され、分
解し、移動し、および／または別様に経時的に治療的制約ＴＲ内から低減させられるとき
等に、治療的制約ＴＲの体積が経時的に減少するように構築および整列されることができ
る。治療的制約ＴＲ体積減少速度は、図２および３Ａ－３Ｄを参照して上記で詳細に説明
される。
【０１６２】
　図１１Ａでは、示されるような管腔直径Ｄｐｒｅを伴う十二指腸または空腸の区画等の
消化管の事前処置された区画の側面および端面断面図が図示されている。図１１Ｂでは、
減少した管腔直径Ｄｔ１をもたらす、全またはほぼ全円周方向制約を備える治療的制約Ｔ
Ｒが、示されるように生成されている。図１１Ｃでは、時間が図１１Ｂに示されるＴＲの
生成以降経過しており、治療的制約体積は、低減した体積の治療的制約ＴＲ’が直径Ｄｔ

２までの直径増加（制約低減）をもたらすように低減している。図１１Ｄでは、いかなる
治療的制約も消化管区画内に存在せず、管腔直径Ｄｐｏｓｔが管腔直径Ｄｐｒｅに近似す
るように、付加的な時間が経過している。
【０１６３】
　図１１Ａ－１１Ｄの実施形態は、十二指腸または空腸等の消化管の管腔区画を図示する
が、胃または吻合部位等の他の解剖学的場所が、経時的に体積が減少する治療的制約ＴＲ
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【０１６４】
　デバイスおよび方法の好ましい実施形態が、それらが開発された環境を参照して説明さ
れたが、それらは、単に、本発明の概念の原理の例証である。本発明を実行するための前
述のアセンブリ、他の実施形態、構成、および方法の修正または組み合わせ、ならびに当
業者に明白である、本発明の側面の変形例は、請求項の範囲内であると意図される。加え
て、本願は、方法または手技のステップを特異的順序で列挙したが、いくつかのステップ
が実施される順序を変更することが可能であって、ある状況では、好都合でさえあり得、
以下に記載の方法または手技請求項の特定のステップは、そのような順序の特異性が、請
求項に明示的に記載されない限り、順序が特異的であると解釈されないことが意図される
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月20日(2016.7.20)
【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】
　遠位部分を伴う伸長シャフトと、
　前記伸長シャフト遠位部分上に位置付けられる少なくとも１つの送達要素と、
　を備える、送達デバイスと、
　注入液と、
　を備え、前記送達デバイスは、前記少なくとも１つの送達要素を通して組織の中へ前記
注入液を送達し、消化管において治療的制約を生成するように構築および配列される、患
者を治療するためのシステム。
【請求項２】
　前記注入液を受容する前記組織は、前記患者の腸の壁組織を含む、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
　前記腸壁組織は、前記腸の粘膜下組織を含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記送達デバイスは、消化管において複数の治療的制約を生成するように構築および配
列される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
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　前記送達デバイスは、前記患者の小腸において前記治療的制約を生成するように構築お
よび配列される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記送達デバイスは、患者の十二指腸において前記治療的制約を生成するように構築お
よび配列される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記送達デバイスは、近位小腸、十二指腸、または近位空腸のうちの少なくとも１つに
おいて前記治療的制約を生成するように構築および配列される、請求項５に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記送達デバイスは、１ｍｍ～１００ｍｍの軸方向長さを有するよう前記治療的制約を
生成するように構築および配列される、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記送達デバイスは、１ｍｍ～２０ｍｍの軸方向長さを有するよう前記治療的制約を生
成するように構築および配列される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記送達デバイスは、５ｍｍ未満の内径を有するよう前記治療的制約を生成するように
構築および配列される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記送達デバイスは、４ｍｍ未満の内径を有するよう前記治療的制約を生成するように
構築および配列される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記送達デバイスは、３ｍｍ未満の内径を有するよう前記治療的制約を生成するように
構築および配列される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記送達デバイスは、２ｍｍ未満の内径を有するよう前記治療的制約を生成するように
構築および配列される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記送達デバイスは、１ｍｍ未満の内径を有するよう前記治療的制約を生成するように
構築および配列される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記送達デバイスは、前記治療的制約の生成に先立った前記消化管のその部分の内径の
１％～５０％である内径を有するよう、前記治療的制約を生成するように構築および配列
される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記送達デバイスは、前記治療的制約の生成に先立った前記消化管のその部分の内径の
１％～２０％である内径を有するよう、前記治療的制約を生成するように構築および配列
される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記送達デバイスは、前記治療的制約の生成に先立った前記消化管のその部分の内径の
１％～１０％である内径を有するよう、前記治療的制約を生成するように構築および配列
される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記送達デバイスは、前記治療的制約の生成に先立った前記消化管のその部分の内径の
１％～５％である内径を有するよう、前記治療的制約を生成するように構築および配列さ
れる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記送達デバイスは、患者パラメータに基づく寸法パラメータを有するよう前記治療的
制約を生成するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
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　前記治療的制約の寸法パラメータは、体積、軸方向長さ、弧の長さ、表面積、およびそ
れらの組み合わせから成る群から選択される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記患者パラメータは、体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、
ＨｂＡ１ｃレベル、コレステロールレベル、およびそれらの組み合わせから成る群から選
択される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記治療的制約は、肥満を治療するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記注入液は、組織の中への送達後に拡張するように構成される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項２４】
　前記注入液は、経時的に組織の中へ溶出するように構成される、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項２５】
　前記注入液は、前記注入液の少なくとも５０％が、組織の中へ送達されてから少なくと
も１ヶ月後も前記患者の中にとどまるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記注入液は、前記注入液の少なくとも５０％が、組織の中へ送達されてから少なくと
も３ヶ月後も前記患者の中にとどまるように構成される、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記注入液は、前記注入液の少なくとも５０％が、組織の中へ送達されてから少なくと
も６ヶ月後も前記患者の中にとどまるように構成される、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記注入液は、前記注入液の少なくとも５０％が、組織の中へ送達されてから少なくと
も１年後も前記患者の中にとどまるように構成される、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記システムは、前記組織の中へ注入液の事前判定された量を送達して、前記治療的制
約を生成するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記送達される量は、測定されたパラメータに基づく、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記測定されたパラメータは、注入液送達に先立った消化管区画の内径を含む、請求項
３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記測定されたパラメータは、患者パラメータを含む、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記患者パラメータは、体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、
ＨｂＡ１ｃレベル、コレステロールレベル、およびそれらの組み合わせから成る群から選
択される、パラメータを含む、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記測定されたパラメータは、前記治療的制約内の圧力、前記治療的制約に近接する組
織内の圧力、前記治療的制約の体積、前記治療的制約の直径、およびそれらの組み合わせ
から成る群から選択される、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記送達デバイスは、２０ｍｌ未満の注入液を送達して前記治療的制約を生成するよう
に構築および配列される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記デバイスは、１０ｍｌ未満の注入液を送達して前記治療的制約を生成するように構
築および配列される、請求項３５に記載のシステム。
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【請求項３７】
　前記送達デバイスは、３．０ｍｌ～２０．０ｍｌを送達して前記治療的制約を生成する
ように構築および配列される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記注入液は、医薬品を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記第１の材料および前記第２の材料は、ともに混合した後にヒドロゲルを形成するよ
うに構成される、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記注入液は、組織の中へ送達されたときに重合するように構成される、請求項１に記
載のシステム。
【請求項４２】
　前記注入液は、エチレンビニルアルコール、ジメチルスルホキシド、ペプチドポリマー
、ポリ乳酸、ポリメタクリル酸メチル、接着剤、およびそれらの組み合わせから成る群か
ら選択される、材料を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの送達要素は、少なくとも３０のゲージの針を備える、請求項１に
記載のシステム。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つの送達要素は、少なくとも２つの送達要素を備える、請求項１に記
載のシステム。
【請求項４５】
　各送達要素は、１．０ｍｌ～１０ｍｌの注入液を送達するように構築および配列される
、請求項１に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記注入液を前記送達デバイスに提供するように構築および配列される、注入液送達ユ
ニットをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４７】
　熱を前記注入液に印加するように構築および配列される、加熱器をさらに備える、請求
項１に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記加熱器は、組織の中への前記注入液の送達に先立って熱を前記注入液に印加するよ
うに構築および配列される、請求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　消化管管腔の直径情報を提供するように構成される、管腔サイジングデバイスをさらに
備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記管腔サイジングデバイスは、遠位部分および前記遠位部分上の拡張可能要素を伴う
カテーテルを備える、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５１】
　治療的制約パラメータを判定するように構成されるアルゴリズムをさらに備える、請求
項１に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記治療的制約パラメータは、前記組織の中へ送達される注入液の量、前記治療的制約
の寸法パラメータ、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、パラメータを
含む、請求項５１に記載のシステム。
 
 



(36) JP 2016-537123 A 2016.12.1

 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、治療的制約は、消化管の管腔区画の中に位置付けられる。
例えば、本願発明は、以下の項目を提供する。
（項目１）
　遠位部分を伴う伸長シャフトと、
　上記伸長シャフトの遠位部分上に位置付けられる少なくとも１つの送達要素と、
　注入液と、
　を備える、送達デバイスを備え、
　上記送達デバイスは、上記少なくとも１つの送達要素を通して組織の中へ上記注入液を
送達し、消化管において治療的制約を生成するように構築および整列される、
　患者を治療するためのシステム。
（項目２）
　上記治療的制約は、上記消化管の管腔区画の中および／または胃の中に位置付けられる
、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目３）
　上記システムは、上記消化管の第２の区画において第２の治療的制約を生成するように
、および／または第１の治療的制約の体積を増加させるように構築および整列される、特
許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目４）
　上記少なくとも１つの送達要素は、少なくとも２つの送達要素を備える、特許請求の範
囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目５）
　上記少なくとも１つの送達要素は、少なくとも３つの送達要素を備える、項目４に記載
のシステム。
（項目６）
　上記注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含み、上記少なくとも２つの流体送達要
素は、組織の中への送達に先立って、上記第１の材料および上記第２の材料の混合を防止
するように構築および整列される、項目４に記載のシステム。
（項目７）
　上記送達要素は、内視鏡を通して、および／または内視鏡と並行して前進させられるよ
うに構築および整列される、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目８）
　上記送達要素は、上記消化管を介して、上記管腔区画に近接する場所まで前進させられ
るように構築および整列される、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム
。
（項目９）
　上記送達要素は、上記消化管の外側の空間を介して、上記管腔区画に近接する場所まで
前進させられるように構築および整列される、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記
載のシステム。
（項目１０）
　上記送達要素は、針、流体噴流、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される
、１つまたはそれを上回る要素を備える、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載の
システム。
（項目１１）
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　上記送達要素は、少なくとも３０ゲージの直径を伴う少なくとも１本の針を備える、特
許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目１２）
　上記送達要素は、２０ゲージ未満の直径を備える、特許請求の範囲の任意のシステム項
目に記載のシステム。
（項目１３）
　上記送達要素は、拡張可能要素上に位置付けられる複数の送達要素を備える、特許請求
の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目１４）
　上記複数の送達要素は、円周方向に離間させられる、項目１３に記載のシステム。
（項目１５）
　上記複数の送達要素は、相対的に等しい距離において離間させられる、項目１４に記載
のシステム。
（項目１６）
　上記少なくとも１つの送達要素の周囲に密閉要素をさらに備える、特許請求の範囲の任
意のシステム項目に記載のシステム。
（項目１７）
　上記送達デバイスは、上記少なくとも１つの送達要素を取り囲む少なくとも１つの減圧
ポートを備える、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目１８）
　上記注入液は、患者パラメータに基づく量の材料を含む、特許請求の範囲の任意のシス
テム項目に記載のシステム。
（項目１９）
　上記患者パラメータは、体重、肥満度指数、確立された基準に基づく過剰体重、年齢、
ＨｂＡ１ｃレベル、コレステロールレベル、およびそれらの組み合わせから成る群から選
択される、項目１８に記載のシステム。
（項目２０）
　上記注入液は、組織の中への上記注入液の送達中に判定される量の材料を含む、特許請
求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目２１）
　上記量の材料は、上記治療的制約内の圧力、上記治療的制約に近接する組織内の圧力、
上記治療的制約の体積、上記治療的制約の直径、およびそれらの組み合わせから成る群か
ら選択される、パラメータに基づいて判定される、項目２０に記載のシステム。
（項目２２）
　上記システムは、経時的に減少する体積を備える、治療的制約を生成するように構築お
よび整列される、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目２３）
　上記注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含み、上記第２の材料は、上記第１の材
料より長い期間にわたって上記患者の中にとどまるように構築および整列され、上記第２
の材料は、上記第１の材料が送達されてから少なくとも１日後に送達される、項目２２に
記載のシステム。
（項目２４）
　上記注入液の少なくとも５０％は、組織の中へ送達されてから少なくとも１ヶ月後も上
記患者の中にとどまる、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目２５）
　上記注入液は、エチレンビニルアルコールを含む、特許請求の範囲の任意のシステム項
目に記載のシステム。
（項目２６）
　上記注入液はさらに、ジメチルスルホキシドを含む、項目２５に記載のシステム。
（項目２７）
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　上記注入液はさらに、上記エチレンビニルアルコールを重合させるように構築および整
列される第２の材料を含む、項目２５に記載のシステム。
（項目２８）
　上記送達要素は、上記エチレンビニルアルコールを送達する第１の送達要素と、上記第
２の材料を送達する第２の送達要素とを備える、項目２７に記載のシステム。
（項目２９）
　上記注入液はさらに、生理食塩水を含む、項目２５に記載のシステム。
（項目３０）
　上記送達要素は、上記エチレンビニルアルコールを送達する第１の送達要素と、上記生
理食塩水を送達する第２の送達要素とを備える、項目２９に記載のシステム。
（項目３１）
　上記注入液は、ペプチドポリマー、ポリ乳酸、ポリメタクリル酸メチル、ヒドロゲル、
硬化剤、接着剤、シアノアクリレート、およびそれらの組み合わせから成る群から選択さ
れる、材料を含む、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目３２）
　上記注入液材料は、組織の中への送達後に拡張するように構築および整列されるヒドロ
ゲルを含む、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目３３）
　上記注入液は、哺乳類の身体から採取される材料を含む、特許請求の範囲の任意のシス
テム項目に記載のシステム。
（項目３４）
　上記注入液は、自家材料を含む、項目３３に記載のシステム。
（項目３５）
　上記注入液は、脂肪細胞、コラーゲン、自家コラーゲン、ウシコラーゲン、ブタコラー
ゲン、生物工学的ヒトコラーゲン、真皮、皮膚充填剤、ヒアルロン酸、共役ヒアルロン酸
、カルシウムヒドロキシルアパタイト、線維芽細胞、およびそれらの組み合わせから成る
群から選択される、材料を含む、項目３３に記載のシステム。
（項目３６）
　上記注入液は、線維芽細胞を刺激してコラーゲンを産生するように構成される、ペプチ
ドポリマーを含む、項目３３に記載のシステム。
（項目３７）
　上記注入液は、組織の中への送達後に拡張するように構築および整列される、特許請求
の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目３８）
　上記注入液は、経時的に組織の中へ溶出するように構成される作用物質を含む、特許請
求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目３９）
　上記注入液は、放射線不透過性材料、可視染料、超音波反射性材料、およびそれらの組
み合わせから成る群から選択される、材料を含む、特許請求の範囲の任意のシステム項目
に記載のシステム。
（項目４０）
　上記注入液は、第１の材料と、第２の材料とを含む、特許請求の範囲の任意のシステム
項目に記載のシステム。
（項目４１）
　上記第１の材料および上記第２の材料は、同時に組織の中へ送達される、項目４０に記
載のシステム。
（項目４２）
　上記送達要素は、第１の送達要素と、第２の送達要素とを備え、上記第１の材料は、上
記第１の送達要素によって送達され、上記第２の材料は、上記第２の送達要素によって送
達される、項目４０に記載のシステム。
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（項目４３）
　上記第１の材料および上記第２の材料は、相互と接触させられたときに化学的変化また
は物理的変化のうちの少なくとも１つを受ける、項目４０に記載のシステム。
（項目４４）
　上記第１の材料および上記第２の材料は、組織の中で相互と接触させられる、項目４３
に記載のシステム。
（項目４５）
　上記第１の材料および上記第２の材料は、ヒドロゲルを形成する、項目４３に記載のシ
ステム。
（項目４６）
　上記第１の材料および上記第２の材料は、相互と接触させられたときに増加した粘度を
伴う材料を形成する、項目４３に記載のシステム。
（項目４７）
　上記第１の材料は、上記第２の材料と接触させられたときに重合する、項目４３に記載
のシステム。
（項目４８）
　上記注入液は、組織の中へ送達されたときに重合するように構築および整列される、特
許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目４９）
　内視鏡および／または内視鏡に取り付けられるように構築および整列されるシースをさ
らに備え、上記送達デバイスは、上記内視鏡を通して、および／または上記内視鏡に取り
付けられたシースを通して、摺動して前進させられるように構築および整列される、特許
請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目５０）
　腹腔鏡プローブをさらに備え、上記送達デバイスは、上記腹腔鏡プローブを通して、摺
動して前進させられるように構築および整列される、特許請求の範囲の任意のシステム項
目に記載のシステム。
（項目５１）
　管腔サイジング要素をさらに備える、特許請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシ
ステム。
（項目５２）
　治療的制約パラメータを判定するように構成されるアルゴリズムをさらに備える、特許
請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目５３）
　上記アルゴリズムによって判定される上記治療的制約パラメータは、上記治療的制約を
生成するように送達される量の注入液を含む、項目５２に記載のシステム。
（項目５４）
　上記アルゴリズムによって判定される上記治療的制約パラメータは、上記治療的制約の
寸法パラメータを含む、項目５２に記載のシステム。
（項目５５）
　熱を上記注入液に印加するように構築および整列される加熱要素をさらに備える、特許
請求の範囲の任意のシステム項目に記載のシステム。
（項目５６）
　患者の消化管の管腔区画に近接する場所まで送達要素を前進させるステップと、
上記管腔区画において治療的制約を生成するように、上記送達要素を通して上記管腔区画
に近接する組織の中へ注入液を送達するステップと、
　を含む、上記患者を治療する方法。
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