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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膀胱内投与のための薬物送達デバイスであって、
　本体を備え、前記本体は、少なくとも１つの中空管であって、外部表面、内部表面、お
よび、少なくとも１つの中空管内に画定された少なくとも１つのリザーバーを有する、少
なくとも１つの中空管を備え、
　少なくとも１つの薬物を含み、前記少なくとも１つのリザーバー内に収容される固体ま
たは半固体の薬物製剤と、
　前記少なくとも１つの中空管の側壁を通るか、または、前記少なくとも１つの中空管の
端を通る１つまたは複数の開口であって、薬物送達デバイスから前記薬物を放出するため
の通路を提供する、１つまたは複数の開口とを備え、
　前記少なくとも１つの中空管はエラストマー材料で形成され、前記薬物送達デバイスは
弾性変形することができ、これにより、薬物送達デバイスの膀胱内への挿入を可能にし、
　前記薬物送達デバイスが、初期形状から、カテーテルまたは膀胱鏡を通した通過のため
の細長い形状に弾性変形し、また、カテーテルまたは膀胱鏡から出る際に、初期形状に戻
り、これが、膀胱からのデバイスの排泄を防止するのに有効である、
デバイス。
【請求項２】
　前記エラストマー材料が、透水性である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
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　水が前記エラストマー材料を通って浸透して前記リザーバーに入り、かつ、水が前記薬
物製剤によって吸収されて前記少なくとも１つの薬物の溶液を形成し、前記少なくとも１
つの薬物の溶液が制御された速度でデバイスから前記１つまたは複数の開口を通ってその
後分配され得ることを可能にするように構成される、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの中空管が、環状形状を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記環状形状が、楕円形またはドーナツ形である、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　直線状に共に接続された２つ以上の中空管を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記本体が、膀胱内でのデバイスの保持を容易にする１つまたは複数の柔軟突出部をさ
らに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記本体が、コイル、リング、およびピッグテールからなる群から選択される少なくと
も１つの回収機構をさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記エラストマー材料が、シリコーンを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記エラストマー材料が、吸収性である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの管が、Ｘ線不透過充填剤をさらに含む、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの中空管の側壁に、離間した位置に複数の前記開口を有する、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数の開口の直径が２０μｍ～３００μｍである、請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項１４】
　前記薬物の放出時間を制御するために、前記１つまたは複数の開口のそれぞれの開口上
またはそれぞれの開口内に配設された分解性膜をさらに備える、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの管が２つ以上のリザーバーを備え、前記リザーバーが前記管の内
部表面および少なくとも１つの仕切りによって画定される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記薬物製剤が、塩酸リドカイン、グリコサミノグリカン、ペントサンポリサルフェー
ト、ジメチルスルホキシド、コンドロイチンサルフェートＣ、オキシブチニン、マイトマ
イシンＣ、またはその組合せからなる群から選択される薬物を含む、請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項１７】
　前記薬物製剤および薬物用量が、過活動膀胱症候群、膀胱癌、または間質性膀胱炎を治
療するのに有効である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記薬物製剤が、麻酔薬、鎮痛薬、抗生物質、またはその組合せを含む、請求項１に記
載のデバイス。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの中空管が、３００μｍ～５００μｍの内部直径、および６００μ
ｍ～９００μｍの外部直径を有する、請求項１に記載のデバイス。



(3) JP 5265359 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、埋め込み可能な薬物送達デバイスに関し、より詳細には、薬物の放
出制御のための膀胱内デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬物送達は、医薬治療の重要な態様である。多くの薬物の効力は、薬物が投与される方
法に直接関連する。薬物送達の種々の全身的な方法は、経口的、経静脈的、経筋肉的、お
よび経皮的である。これらの全身的な方法は、好ましくない副作用を生じる場合があり、
また、生理的プロセスによる薬物の代謝をもたらす場合があり、最終的には、所望の部位
に達する薬物の量を減少させる。したがって、全身的な薬物送達に伴う問題の多くに対処
するために、より標的化した方法で、すなわち、局所的に薬物を送達するための種々のデ
バイスおよび方法が開発されてきた。
【０００３】
　近年、局所薬物送達のためのマイクロデバイスの開発は、着実に進んできた１つの領域
である。薬物放出の起動は、受動的または能動的に制御されることができる。制御された
薬物送達デバイスの例は、米国特許第５，７９７，８９８号、第６，７３０，０７２号、
第６，８０８，５２２号、および第６，８７５，２０８号に開示される。
【０００４】
　これらのマイクロデバイスは、２つのカテゴリー、すなわち、吸収性ポリマー系デバイ
スおよび非吸収性デバイスにおおまかに分割されることができる。ポリマーデバイスは、
生分解性である可能性があり、したがって、埋め込み後の取り出しの必要性が回避される
。これらのデバイスは、通常、患者への投与に続く所定期間にわたり、ポリマーからの薬
物の拡散による、かつ／または、ポリマーの分解による、インビボでの制御された薬物の
放出を行うように設計されてきた。
【０００５】
　間質性膀胱炎（ＩＣ）および慢性前立腺炎／慢性骨盤内疼痛症候群（ＣＰ／ＣＰＰＳ）
は、米国において、１００，０００人の女性について約６７人（Curhanら,J. Urol. 161(
2):549-552(1999)）および１００，０００人の男性について７人（Collinsら,J. Urol. 1
59(4):1224-1228(1999)）が罹患する慢性疼痛障害である。両方の病状は、慢性骨盤内疼
痛、頻尿および、尿意切迫、ならびに、いろいろな程度の性機能障害を特徴とする。ペン
トサンポリサルフェート（ＰＰＳ）は、現在、この病状を治療するのに使用される。しか
し、薬物を送達するための従来の方法およびデバイスは、かなりの欠点がある。たとえば
、経口送達（ＥＬＭＩＲＯＮ（商標）、Ortho-McNeil）は、初回通過効果が高いために生
物学的利用能が３％程度に低くなり（Parsonら,J. Urol. 153(1)：139-142(1990)）、頭
痛などの中程度のいくつかの副作用をもたらす。膀胱鏡検査によって（尿道にカテーテル
が通された状態で）膀胱内に送達されたＰＰＳは、薬物の副作用を低減しながら、治療効
果を改善する可能性がある（Badeら,Br. J. Urol. 79(2):168-171(1997)）。しかし、埋
め込み手技は、痛みを伴い、３ヶ月の間、１週間に２回、手技を繰り返す必要がある。こ
の手技の反復はまた本質的に、尿路感染症および菌血症の高いリスクを生じる。そのため
、長い期間にわたる局所送達に必要とされる効果的な量のＰＰＳまたは他の薬物を送達す
るのに必要な膀胱鏡検査手技の回数を実質的に減らすことになる膀胱内薬物送達デバイス
についての著しい必要性が存在する。
【０００６】
　他の治療は、薬物の全身的送達に伴う副作用が我慢できないとき、かつ／または、経口
投与による生物学的利用能が低過ぎるときなどに、特に、膀胱への薬物の局所送達が好ま
しいか、または、必要である場合に、改良された膀胱内薬物送達デバイスから利益を受け
ることができる。たとえば、過活動膀胱症候群の治療のために、オキシブチニンが使用さ
れる。現在のところ、オキシブチニンは、経口的に、または、経皮的に送達される。しか
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し、残念ながら、薬物を摂取する患者の約６１％が副作用を経験し、患者の約７～１１％
が、副作用の重症度のために実際に治療を中止する。
【０００７】
　Situs Corporationは、オキシブチニン（過活動膀胱の治療用）およびマイトマイシン
Ｃ（膀胱癌の治療用）などの薬物の製剤溶液を送達するための膀胱内薬物送達システム（
ＵＲＯＳ注入デバイス）を開発した。ＵＲＯＳ注入デバイスおよびデバイスを作製して埋
め込む方法は、米国特許第６，１７１，２９８号、第６，１８３，４６１号、および第６
，１３９，５３５号に記載される。ＵＲＯＳ注入デバイスは、エラストマーの外部管を有
し、両方の内部端を接続する伸張しないワイヤーを備える。デバイスは、膀胱内への膀胱
鏡挿入中に直線形状を有し、デバイスの埋め込みおよびデバイスへの製剤溶液の充填の後
、三日月形状に変化し、製剤溶液をすべて放出した後に直線形状に戻る。長期にわたる製
剤溶液の放出は、管内部の圧力応答弁および／または流れ抵抗要素によって制御される。
ＵＲＯＳ注入デバイスのサイズは、それぞれの内部コンポーネントのサイズに依存し、内
部容積のかなりの部分が、（薬物溶液ではなく）機械コンポーネントを収容するのに使用
される。約１０ｃｍの長さと約０．６ｃｍの外部直径を有する場合には、ＵＲＯＳ注入デ
バイスの大きなサイズによって、特に、デバイスの泌尿器科学的な展開(deployment)およ
び回収中に、患者にかなりの不快および疼痛をもたらす可能性がある。ＵＲＯＳ注入デバ
イスはまた、埋め込み後に、デバイス内へ製剤溶液を充填するためのさらなる外科手技を
必要とする。したがって、サイズがより小さく、患者の不必要な不快および疼痛をなくす
ための膀胱内薬物送達デバイスについての必要性が存在する。さらに、埋め込みに必要と
される外科手技の回数および治療期間にわたる薬物の送達を最小にすることができる膀胱
内薬物送達デバイスを提供することが望ましいであろう。
【０００８】
　（発明の概要）
　膀胱内投与および局所薬物送達のための薬物送達デバイスが提供される。一態様では、
デバイスは、本体を有し、本体は、少なくとも１つの中空管であって、外部表面、内部表
面、および、中空管内に画定された少なくとも１つのリザーバーを有する、少なくとも１
つの中空管を備え、リザーバー内に収容される（１つの薬物を含む）製剤と、薬物送達デ
バイスから薬物を放出するための通路を提供する、１つまたは複数の開口とを有する。開
口は、管の側壁を通ってもよく、または、管の端を通ってもよい。各開口の直径は、好ま
しくは、約２０μｍ～約３００μｍである。中空管は、透水性材料で形成されてもよい。
デバイスは、体腔内への挿入および薬物の放出中における体腔内でのデバイスの保持を可
能にするように構成される。
【０００９】
　一実施形態では、中空管は、エラストマーであり、それにより、管は、薬物送達デバイ
スの膀胱内挿入を可能にするように、弾性変形することができる。構成材料は、デバイス
が、初期形状から、カテーテルを通した通過のための細長い形状に弾性変形することを可
能にする。カテーテルを通した通過の後、デバイスは、初期形状に、または初期形状へと
戻り、体腔内でのデバイスの保持を容易にする。別の実施形態では、本体は、薬物送達デ
バイスの、本体を必ずしも変形することのないカテーテルを通した挿入、および体腔内へ
の挿入を可能にするのに効果的な、狭く細長い形状を有し、本体は、体腔内でのデバイス
の保持を容易にする１つまたは複数の柔軟突出部を含む。種々の実施形態で、中空管は、
エラストマー構成材料を有すると共に、保持用の柔軟突出部を含んでもよい。
【００１０】
　中空管がエラストマーである一実施形態では、管は、たとえば、楕円形またはドーナツ
形であってよい環状形状を有する。別の実施形態では、管は、直線または円筒プロファイ
ルを有する。直線の実施形態では、デバイスの開口は、少なくとも１つの中空管の一端に
配設されたオリフィス構造内に位置してもよい。デバイスは、直線状に接続された２つ以
上の中空管を含んでもよい。一実施形態では、中空管は、約３００μｍ～約５００μｍの
内部直径、および、約６００μｍ～約９００μｍの外部直径を有する。
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【００１１】
　一実施形態では、デバイスの本体は、特にデバイスが非吸収性である場合、デバイスを
把持し、体腔から取り出すことを容易にするための回収機構をさらに含む。回収機構は、
たとえば、デバイスの一端または両端から伸張するコイル、リング、またはピッグテール
であってよい。
【００１２】
　管は、吸収性材料または非吸収性材料で構築され得る。一実施形態では、管は、シリコ
ーンなどの生体適合性ポリマーで作られる。一実施形態では、デバイスはＸ線不透過材料
を含み、これは、管内に含まれる充填材料であってよい。
【００１３】
　一実施形態では、デバイスは、中空管の側壁に、離間した位置に複数の開口を含む。管
は、２つ以上のリザーバーを含んでもよく、各リザーバーは、管の内部表面および少なく
とも１つの仕切りによって画定される。各リザーバーは、１つの開口または２つ以上の開
口を有してもよい。仕切りは、吸収性であってよいポリマー材料を含んでもよい。仕切り
は、回転楕円体の形態であってよい。
【００１４】
　一実施形態では、デバイスは、薬物放出の時間を制御するために、１つまたは複数の開
口のそれぞれの開口上に、またはそれぞれの開口内に配設された分解性膜をさらに含む。
分解性膜は、生分解性ポリマー材料で形成されてもよく、また、約１４５μｍ～約１６０
μｍの厚さを有し得る。
【００１５】
　一実施形態では、製剤は、固体または半固体の形態である。膀胱での使用に適合した一
実施形態では、製剤および薬物用量は、過活動膀胱症候群、膀胱癌、または間質性膀胱炎
を治療するのに効果的である。種々の実施形態で、製剤は、塩酸リドカイン、グリコサミ
ノグリカン、ペントサンポリサルフェート、ジメチルスルホキシド、コンドロイチンサル
フェートＣ、オキシブチニン、マイトマイシンＣ、またはその組合せからなる群から選択
される薬物を含む。製剤は、麻酔薬、鎮痛薬、抗生物質、または、その組合せを含んでも
よい。製剤は、さらに、１つまたは複数の製薬上許容可能な賦形剤を含んでもよい。
【００１６】
　別の態様では、患者に薬物を投与する方法が提供される。方法は、本明細書で述べた薬
物送達デバイスのうちの１つを患者の体腔内に埋め込むこと、および、その後、薬物送達
デバイスから体腔内に薬物を放出することを含む。一実施形態では、体腔は膀胱であり、
埋め込みは、尿道内に挿入されたカテーテルを通して膀胱内薬物送達デバイスを通過させ
ることによって実施される。本方法は、たとえば、間質性膀胱炎、過活動膀胱症候群、ま
たは膀胱癌を治療するために有用であり得る。
【００１７】
　別の態様では、埋め込み可能な薬物送達デバイスシステムを作る方法が提供される。一
実施形態では、方法は、透水性であってよい生体適合材料で形成された中空管内に、薬物
を含む材料を充填すること(sealing)、膀胱内薬物送達デバイスを形成するために、管の
側壁、管の端、または、側壁と端の両方において、中空管に１つまたは複数の開口を設け
ること、および、体腔内での展開のためにカテーテルを通して通過することが可能な第１
形状を有し、その後、体腔に関してデバイスの保持を容易にする第２形状をとるように、
膀胱内薬物送達デバイスが構成されることを可能にすることを含む。１つまたは複数の開
口を形成するステップは、管の側壁に１つまたは複数の穴をレーザー穿孔することを含ん
でもよい。レーザー穿孔は、管に薬物含有材料を装填するステップの前または後で行って
もよい。一実施形態では、管内に薬物包含材料を充填するステップは、液体媒体内に溶解
したか、または分散した薬物を管内に装填する第１サブステップと、固体または半固体ロ
ッドを形成するために、液体媒体を取り除く第２ステップとを含む。方法は、１つまたは
複数の開口からの薬物放出の時間を制御するために、１つまたは複数の開口のそれぞれの
開口上に、またはそれぞれの開口内に分解性膜を形成するステップをさらに含んでもよい
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。
【００１８】
　（本発明の詳細な説明）
　改良された膀胱内薬物送達デバイスが開発された。小型デバイスは、膀胱などの体腔内
への送達に特に適する。デバイスは、長期にわたる製剤の制御された部位特異的な送達を
提供する。デバイスは、ボーラス（一回）の、パルス型の、または、一定の薬物送達を必
要とする治療について、事前プログラムされた方法で１つまたは複数の薬物を放出するよ
うに調整することができる。
【００１９】
　本デバイスは、有利なことには、膀胱鏡を用いた埋め込みおよび膀胱への薬物送達のた
めに意図された従来のデバイスについて上述した欠点の多くに対処する。本デバイスは、
一旦埋め込まれ、手術または頻繁な介入（従来のデバイスの薬物リザーバーを補充するこ
となど）を必要とすることなく、長期にわたって、数回の薬物用量を放出することができ
る。治療プロセス中に患者に関して実施される必要がある手技の回数を制限することによ
って、本局所薬物送達システムは、治療プロセス中の患者の生活の質を改善すると共に、
薬物の全身的投与に伴う可能性のある副作用を回避することができる。
【００２０】
　（Ｉ．膀胱内薬物送達デバイス）
　一態様では、膀胱内投与のための薬物送達デバイスは、本体を含み、本体は、少なくと
も１つの管であって、外部表面、内部表面、および、管内に画定された少なくとも１つの
リザーバーを有する、少なくとも１つの中空管を備える。製剤は、リザーバー内に収容さ
れる。管は、薬物が、そこを通して放出される１つまたは複数の開口を有する。
【００２１】
　好ましい実施形態では、デバイスは、本質的に、浸透ポンプとして動作する。埋め込み
の後、水が、管本体を通って浸透し、リザーバーに入り、製剤によって吸収される。可溶
化された薬物は、リザーバー内の浸透圧により１つまたは複数の開口を通って、制御され
た速度でデバイスから吐出される。送達速度は、たとえば、Theeuwes,J. Pharm. Sci., 6
4(12):1987-1991(1975)に記載される、よく知られている原理に従って、特定の薬物送達
システムを規定する物理化学的パラメーターから予測することができる。代替の実施形態
では、デバイスは、本質的に、１つまたは複数の開口を通る薬物の拡散によって動作する
。
【００２２】
　一実施形態では、管は、エラストマー材料で形成され、それにより、管は、薬物送達デ
バイスの膀胱内挿入を可能にするように、弾性変形することができる。たとえば、デバイ
スの一実施形態は、その初期形状から、カテーテルを通して通過するための管形状に弾性
変形することができ、カテーテルを通した通過の後、デバイスは、初期形状または拡張形
状に戻り、これは、体腔内でのデバイスの保持を容易にする。
【００２３】
　一実施形態では、製剤放出の時間、すなわち、放出が始動される時間を制御するために
、１つまたは複数の開口のそれぞれの開口上に、またはそれぞれの開口内に、分解性膜が
配設されてもよい。
【００２４】
　（デバイス本体）
　膀胱内薬物送達デバイスは、製剤の放出の後、デバイスの外植が全く必要とされないよ
うに、完全に、または部分的に吸収性であるように作られることができる。本明細書で使
用されるように、「吸収性(resorbable)」という用語は、デバイスまたはデバイスの一部
が、溶解、酵素加水分解、侵食、またはその組合せによって、インビボで分解することを
意味する。この分解は、デバイスからの薬物放出の意図された薬物動態を妨げない時に起
こる。たとえば、デバイス本体の実質的な吸収は、製剤が、実質的に、または完全に放出
された後までは起こらないであろう。あるいは、膀胱内薬物送達デバイスは、製剤の放出
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の後にデバイス本体が取り出されることができるように、少なくとも部分的に非吸収性で
あることができる。デバイスは、完璧に吸収性である必要はない。たとえば、デバイスは
部分的に吸収性であって、これにより、部分的な吸収の際、膀胱から排出されるのに十分
に小さい非吸収性小片にばらばらに分割されることができる。有用な生体適合性のある吸
収性材料または非吸収性材料の構成は、当技術分野で知られている。
【００２５】
　膀胱内薬物送達デバイスの厳密な構成および形状は、特定の埋め込み部位、特定の埋め
込みルート、特定の薬物、特定の薬物投与計画、およびデバイスの特定の治療適応を含む
種々の因子に依存して選択され得る。好ましくは、デバイスの設計は、治療的に有効な用
量の薬物を患者に対して局所的に送達しながら、患者の疼痛および不快を最小にすること
になる。
【００２６】
　一実施形態では、デバイス本体は、１つまたは複数の環状部分を含む。たとえば、管は
、ドーナツまたは楕円リングの形状であってよい。この設計は、デバイスの泌尿器科学的
展開および回収に特に有利である。ドーナツの直径は、不測の排尿を回避するために、内
部尿道オリフィスより大きいものとなる。このデバイスは、エラストマーの性質があるた
め、膀胱鏡を用いて送達することができる。別の実施形態では、管は、直線状、たとえば
、実質的に円柱形状であってよい。
【００２７】
　デバイス本体の中空管は、好ましくは、円柱状であり、すなわち、円形断面を有する。
しかし、管の他の断面形状（たとえば、四角形、三角形、六角形、および他の多角形）が
想定される。膀胱内薬物送達デバイスの本体は、１つの管または複数の接続した管を含ん
でもよい。中空管は、種々の形状および構成を有することができ、ある場合には、デバイ
ス本体は、直線状に配置されて長く連なった複数の中空ビーズから形成された中空管を有
することができる。
【００２８】
　２つ以上の管が、直線状に接続されてもよい。これは、薬物装填量を増やすために行わ
れ得る。尿道を通したデバイスの膀胱鏡的展開および回収は、各Ｏリングが単一のＯリン
グ構成のように変形することができるため、可能である。複数のＯリングの取り付けは、
医療等級シリコーン接着剤または当技術分野で知られている他の手段によって行うことが
できる。このタイプの設計を作製する別の方法は、流し込み成形法、すなわち、硬化性シ
リコーンを型に注入することによる。
【００２９】
　図１Ａ～１Ｂは、直線管を備える本体を有する膀胱内薬物送達デバイスの一実施形態を
示す。デバイス１０は、管１２を備える本体を含む。開口のアレイは、管に配設され、分
解性タイミング膜１４によって閉鎖される。管の端は、医療等級シリコーン接着剤、以下
で述べる仕切り構造（たとえば、マイクロビーズ）、またはその組合せを使用して封止さ
れてもよい。柔軟突出部１６は、デバイス本体から伸張し、体腔内でのデバイスの保持を
容易にする。
【００３０】
　図２Ａ～２Ｃは、単一環状管を備える本体を有する膀胱内薬物送達デバイスの一実施形
態を示す。デバイス２０は、ドーナツ管２２を備える本体を含む。開口のアレイは、管に
配設され、分解性タイミング膜２４を充填される。リザーバー２８は、製剤２６を装填さ
れる。図２Ｂは、カテーテルを通した展開に適する圧縮形態のデバイスを示す。
【００３１】
　図３Ａ～３Ｂは、接続された３つの環状管を備える本体を有する膀胱内薬物送達デバイ
スの一実施形態を示す。デバイス３０は、３つのドーナツ管３２ａ、３２ｂ、３２ｃを備
える本体を含む。開口のアレイは、各管に配設され、別個の分解性膜３４ａ、３４ｂ、３
４ｃによって覆われる。図３Ｂは、カテーテルを通した展開に適する圧縮形態のデバイス
を示す。
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【００３２】
　デバイスの楕円形状は、膜破断を防止するのに役立つ可能性がある。それは、オリフィ
ス膜が、弾性デバイスの泌尿器科学的挿入および展開中に受けるひずみがより少ないから
である。楕円形状はまた、把持器具による内視鏡的回収中に有利である。それは、カテー
テル内で折り畳まれるためにデバイスが把持されるべき場所の明確な地点を楕円形状が提
供するためである。楕円デバイスは、シリコーン成形法を採用することによって、または
、より好都合には、ドーナツ本体に糸を導入することによって作ることができる。一実施
形態では、環状管は、楕円形状を維持するために糸で接続される。デバイスの展開後に、
Ｏリングは、糸によって、初期の円形状に回復することを制限される。図４は、複数の伸
張しない糸４７によって楕円形状に制限された単一環状管４２を備える本体を有する膀胱
内薬物送達デバイス４０の一実施形態を示す。
【００３３】
　別の実施形態では、接続コンポーネントが、Ｏリングデバイスの一端または両端内に挿
入される。あるいは、接続は、医療等級シリコーン接着剤および／またはシリコーン接続
コンポーネントによって行うことができる。薬物は、中央セクションにだけ装填される。
端（単数または複数）の閉じたセクション（単数または複数）を使用して、内視鏡デバイ
スの回収を容易にし、膀胱内でのデバイスの浮力を高めることができる。
【００３４】
　好ましい実施形態では、デバイス本体は、当技術分野で知られている生体適合性のある
透水性材料で作られる。デバイス本体は、あるいは、実質的に非透水性であってよい。好
ましい実施形態では、材料はエラストマー材料である。一実施形態では、デバイス本体は
非吸収性である。非吸収性デバイスの一実施形態では、本体の管は、当技術分野で知られ
ているような医療等級シリコーン管で形成される。適した非吸収性材料の他の例は、ポリ
（エーテル）、ポリ（アクリラート）、ポリ（メタクリラート）、ポリ（ビニルピロリド
ン）、ポリ（ビニルアセタート）、ポリ（ウレタン）、セルロース、セルロースアセター
ト、ポリ（シロキサン）、ポリ（エチレン）、ポリ（テトラフルオロエチレン）、および
他のフッ素化ポリマー、ポリ（シロキサン）、そのコポリマー、ならびにその組合せから
選択される合成ポリマーを含む。別の実施形態では、デバイス本体は、吸収性である。吸
収性デバイスの一実施形態では、本体の管は、生分解性ポリマーまたは生体侵食性ポリマ
ーで形成される。適した吸収性材料の例は、ポリ（アミド）、ポリ（エステル）、ポリ（
無水物）、ポリ（オルトエステル）、ポリホスファゼン、偽(pseudo)ポリ（アミノ酸）、
そのコポリマー、およびその混合物から選択される合成ポリマーを含む。好ましい実施形
態では、吸収性合成ポリマーは、ポリ（乳酸）、ポリ（グリコール酸）、ポリ（（乳酸）
-ｃｏ-（グリコール酸））、ポリ（カプロラクトン）、およびその混合物から選択される
。
【００３５】
　泌尿器科学的デバイスまたは他のインプラントデバイスのサイズは、重要である。デバ
イスが小さくなればなるほど、デバイスの挿入中および使用中、特に、デバイスの膀胱鏡
的埋め込み中に患者が経験する疼痛と不快はより少なくなる。好ましい実施形態では、デ
バイス本体は、約１ｃｍ～約１０ｃｍの長さを有し、また、挿入用の形状であるときには
、約０．０５ｃｍ～０．０７ｃｍの有効外部直径（または、最大断面寸法）を有する。（
１０ｃｍ長のデバイスは、３．１８ｃｍの直径を有するリングを形成する。）一実施形態
では、管の内部表面は、約３００μｍ～約５００μｍの直径を有し、管の外部表面は、約
６００μｍ～約９００μｍの直径を有する。
【００３６】
　単一のデバイスから送達される薬物の速度および総量は、たとえば、デバイスの本体の
表面積およびデバイス本体の構成材料の浸透性、ならびに使用される開口の数および装填
薬物の総質量に依存することになる。特定の体腔および埋め込みルートについて、薬物の
特定の目標治療用量および許容可能なインプラント寸法が与えられると、知られている理
論的計算および／または日常の実験を使用して、当業者は、デバイスおよび製剤について
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、適切な構成材料および適切な構造設計を選択することができる。
【００３７】
　一実施形態では、デバイス本体（たとえば、シリコーン管）は、たとえば、デバイス本
体の透水性を調節し（たとえば、減少させ）、したがって、デバイスからの薬物の放出速
度を制御する（たとえば、遅くする）ために、コーティング材料で部分的にまたは全体的
にコーティングされることができる。たとえば、コーティング材料は、パリレンコーティ
ング、硬化可能なシリコーンコーティング、または、当技術分野で知られている別の生体
適合性コーティング材料であってよい。コーティング厚は、特定のデバイスに応じて変わ
る可能性があるため、デバイス本体のある部分は、デバイス本体の他の部分に比べて透水
性が高いか、または低い。ある場合には、各リザーバーに異なる薬物を収容するマルチリ
ザーバーデバイスを用いて、第１リザーバーの周りの管は、第１の厚さの第１コーティン
グ材料でコーティングされてもよく、一方、第２リザーバーの周りの管は、コーティング
されなくてもよく、第２の（異なる）コーティング材料でコーティングされてもよく、ま
たは、第１コーティング材料を用いるが第２の（異なる）厚さでコーティングされてもよ
い。
【００３８】
　好ましい実施形態では、管は、好ましくは、埋め込み手技または外植手技の一部として
デバイスの検出または観察を容易にするための、少なくとも１つのＸ線不透過部分または
構造を含む。一実施形態では、管は、硫酸バリウムまたは当技術分野で知られている別の
Ｘ線不透過材料などのＸ線不透過充填材料を含む材料で構成される。
【００３９】
　シリコーン管は、管の加工処理中に、硫酸バリウムまたは他の適した材料などのＸ線不
透過充填材を混合することによって、（Ｘ線撮像またはＸ線透視のために）Ｘ線不透過に
されてもよい。超音波撮像はまた、シリコーンをインビボで検出することができるが、本
発明のデバイスが小さく維持される場合、本発明のデバイスを正確に撮像することができ
るための分解能が欠如する場合がある。Ｘ線透視は、手技を実施する担当医に、デバイス
の位置および向きの正確なリアルタイム撮像を提供することによる、非吸収性デバイスの
展開／回収中の好ましい方法であってよい。
【００４０】
　（薬物リザーバー）
　デバイス本体の１つまたは複数の管は、製剤を収容するための少なくとも１つのリザー
バーを含む。一実施形態では、管の内部空間は、２つ以上の別個のリザーバーに仕切られ
る。複数の開口は、共通の薬物リザーバーを共有してもよく、または、別個のリザーバー
を有してもよい。こうしたマルチリザーバーデバイスは、少なくとも２つの特定のタイプ
のデバイス実施形態、すなわち、（１）２つ以上の別個の製剤が、単一のデバイスから送
達されるとき、または、（２）埋め込みの後、単一の薬剤が、２つの異なる速度で、また
は、異なる時間に送達されるとき（第１薬物用量が、第１の時間に放出されるように事前
プログラムされ、第２用量が、後の第２の時間に放出されるように事前プログラムされる
場合など）に有用である。この異なる事前プログラミングは、たとえば、管の内部表面と
少なくとも１つの仕切りによって画定される２つ以上のリザーバーを用いて、異なるリザ
ーバーについて異なるタイミング膜を使用することによって達成することができる。管内
の仕切り構造は、セラミックビーズまたは他の微小球などの回転楕円体の形態であってよ
い。仕切り構造はまた、円板または円柱の形状であってよい。仕切りは、非吸収性であっ
てもよく、または吸収性であってもよい。一実施形態では、仕切り構造は、生分解性ポリ
マーまたは生体侵食性ポリマーなどの生体適合性ポリマー材料で作られる。
【００４１】
　図７Ａ～７Ｂは、直線管７２を含む本体を有する膀胱内薬物送達デバイス７０を示す。
管内の中空空間は、３つのリザーバー７６ａ、７６ｂ、７６ｃに仕切られ、リザーバーは
それぞれ、単一の対応する開口７４ａ、７４ｂ、７４ｃを有する。リザーバーは、管の内
部表面（すなわち、管側壁）、および管の内部空間内での離間した球状仕切り構造７８ａ
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、７８ｂ、７８ｃ、７８ｄによって画定される。見てわかるように、仕切り構造は、伸張
しないエラストマー管の内部直径より大きな直径を有することによって、管内部の所定場
所に固定され、それにより、管が伸張して仕切り構造の周りにぴったり合い、各リザーバ
ーを封止する。
【００４２】
　仕切られたリザーバーは、生分解がより速く進む膜を有する開口が、装填された薬物材
料のほとんどを独占すること、および後続の放出オリフィス用には少しだけの薬物を残す
ことを防止することができる。そのため、各放出開口についての別個のリザーバーは、複
数の生分解性タイミング膜の作用を最大にするであろう。
【００４３】
　好ましい実施形態では、リザーバー（または、組み合わされたリザーバー）の総容積は
、１回の治療過程にわたる局所送達に必要とされる薬物のすべてを収容するのに十分であ
る。すなわち、リザーバーは、望ましくは、予想される薬物用量のすべてを収容するため
、所与の疾病または病状について処方された治療を遂行するためには、複数回の膀胱鏡手
技は必要とされないか、または数／頻度が減少する。
【００４４】
　（開口）
　一実施形態では、デバイス本体は、たとえば図１～７に示すように、少なくとも１つの
管の側壁を通る１つまたは複数の開口を含む。
【００４５】
　別の実施形態では、デバイス本体は、図１４に示すように、直線管構造の端に配設され
たオリフィス構造内に１つまたは複数の開口を含む。図１４は、管状シリコーン本体８２
を有する薬物送達デバイス８０を示し、精密オリフィス構造８４（開口８５を有する）が
本体の中央ボアの一端を塞ぎ、マイクロビーズ８６が反対端を塞ぎ、製剤８８が、オリフ
ィス構造とマイクロビーズとの間に画定されたリザーバー８７内に配設される。オリフィ
ス構造は、当技術分野で知られる精密オリフィス（たとえば、Bird Precision Orifices 
(Swiss Jewel Company）から入手可能）であってよい。オリフィスは、シリコーン管内に
挿入されることができ、かつ／または、シリコーン接着剤によってシリコーン管に取り付
けることができる。一例では、デバイスは、３０５μｍの内部直径と６３５μｍの外部直
径を有するシリコーン管を含んでもよく、精密オリフィス構造は、ルビーまたはサファイ
アで作られ、また、約１．５ｍｍ以下の外部直径を有する。
【００４６】
　１つまたは複数の開口は、薬物送達デバイスから製剤を放出する通路を提供する。一実
施形態では、デバイスは、管内の離間した位置に、２つ以上の別個の開口のアレイを含む
。２つ以上の開口は、単一のリザーバーまたは複数のリザーバーに流体連通してもよい。
膀胱鏡挿入中に折り畳まれることになる管の部分の近くへの開口の設置は、開口上でのポ
リマー生分解性膜の破断の可能性を防止するために回避される。
【００４７】
　開口のサイズは、薬物の放出速度を制御するのに重要である。デバイスが浸透ポンプと
して動作する場合、デバイスは、開口を通した薬物の拡散によって行われる送達速度への
寄与を最小にするのに十分に小さくあるべきであるが、開口は、リザーバー内の静水圧を
最小にするのに十分大きくあるべきである。静水圧は、望ましくないことに、浸透フラッ
クスを減少させ、かつ／または、リザーバー容積を増加させることになる。開口サイズに
関するこれらの制約内で、必要とされる総合的な薬物放出速度を提供するために、単一の
デバイスにおいて（または、単一のリザーバーにおいて）使用される、こうしたサイズの
開口の数が変えられてもよい。例示的な実施形態では、開口の直径は、約２０μｍ～約３
００μｍ（たとえば、２０～１００μｍ、２５～７５μｍなど）である。デバイスが、主
に、拡散メカニズムによって動作する場合、開口は、この範囲またはそれ以上であってよ
い。
【００４８】
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　単一のデバイスは、２つ以上の異なるサイズの開口を有してもよい。開口は、他の形状
が可能であり想定されるが、通常、形状が円であり、また、通常、製造上の考慮事項に依
存するであろう。
【００４９】
　一実施形態では、シリコーン管壁の開口は、レーザアブレーションによって穿孔され、
その後、生分解性タイミング膜で覆われる。医療等級ポリマー内に明確に画定された穴を
穿孔する能力は知られており、穴は、０．０５０ｍｍ程度の直径で穿孔されることができ
、スルーホール穿孔ならびに深さ制御式穿孔が可能である。したがって、レーザアブレー
ションによるシリコーン穿孔は、管内への薬物装填の前または後で達成されることができ
る。
【００５０】
　（分解性膜）
　１つまたは複数の開口は、製剤放出が始まる時間を制御するために、開口のそれぞれを
覆って、またはそれぞれの中に配設された分解性膜を有する。一実施形態では、分解性膜
は、デバイス本体の管の外部表面を覆う均一なコーティングの形態である。別の実施形態
では、別個の分解性膜が、実質的に開口内に設けられる。２つ以上の分解性膜の組合せを
使用して、１つの開口からの放出を制御してもよい。
【００５１】
　特定のシステムにおける分解性膜の厚さは、たとえば、分解性膜について選択された構
成材料の化学的性質および機械的特性（主に、分解速度を左右する）、ならびに、特定の
薬物送達デバイスについての薬物放出の所望の遅延時間に依存する。たとえば、Richards
 Graysonら「Molecular release from a polymeric microreservoir device: Influence 
of chemistry, polymer swelling, and loading on device performance」Wiley InterSc
ience (6 April 2004)、Richards Graysonら「Multi-pulse drug delivery from a resor
bable polymeric microchip device」Nature Materials, Advance Online Publication (
19 October 2003)、米国特許第６，８０８，５２２号を参照されたい。一実施形態では、
分解性膜は、約１００μｍ～約２００μｍ（１４５μｍ～１６０μｍなど）の厚さを有す
る。
【００５２】
　膜は、生体適合材料で形成される。一実施形態では、膜は、ポリエステル、ポリ（無水
物）、またはポリカプロラクトンなどの吸収性合成ポリマーで形成される。別の実施形態
では、膜は、コレステロール、他の脂質および脂肪などの吸収性生物学的材料で形成され
る。
【００５３】
　短期間にわたって薬物を放出することを望まれるこれらのデバイスの実施形態の場合、
分解性膜は、たとえば、高いグリコライド含有量を含むポリ（ラクチド-co-グリコライド
）コポリマー、分解時間が速いポリ（ラクトン）のコポリマー、ある種のポリ（無水物）
、ヒドロゲル、オリゴ糖、および多糖を含む急速崩壊材料から作製されてもよい。より長
い放出時間または遅延した放出時間が望ましい適用では、分解性膜は、たとえば、コレス
テロール、他の脂質および脂肪などの吸収性生物学的材料、ならびに、脂質二重膜層、ポ
リ（カプロラクタン）またはある種のポリ（無水物）などのポリマー、および乳酸含有量
が高いＰＬＧＡコポリマーといった、崩壊するのにより長くかかる材料から作製されても
よい。
【００５４】
　単一の薬物送達デバイスから、複雑な放出プロファイルが提供され得る。一実施形態で
は、これは、同じリザーバーまたは異なるリザーバーに対して、異なる開口を覆う異なる
膜を有することによって達成されてもよい。ある場合には、膜のうちの１つが第１材料で
形成され、少なくとも（複数の）膜のうちの他の膜が第２材料で形成され、第１材料は、
第２材料に比較して、インビボで異なる分解速度を有する。別の場合には、膜のうちの１
つが第１の厚さを有し、少なくとも２つの膜のうちの他の膜がより厚い第２の厚さを有す
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る。これらの手法は、以下で述べるように、放出制御賦形剤材料を用いて薬物を製剤化す
ることに基づいて、単独で、または薬物動態変更手法と組み合わせて、特定の放出プロフ
ァイルを設計するために組み合わされ、適合化されてもよい。
【００５５】
　（製剤）
　製剤は、本質的に、体腔に対して局所的に送達されるのが有用であると思われる、任意
の治療薬、予防薬、または診断薬を含むことができる。製剤は、薬物だけからなってもよ
く、または、１つまたは複数の製薬上許容可能な賦形剤を含んでもよい。
【００５６】
　好ましい実施形態では、製剤は、製剤の総容積を減らし、それによりデバイスのサイズ
を最小にするために、すなわち埋め込みの容易さを促進するために、固体または半固体の
形態である。多くの実施形態では、製剤は、望ましくは、容積／サイズの最小化という同
じ理由で、賦形剤を全く含まないか、または最少量の賦形剤を含む。
【００５７】
　他の実施形態では、製剤は、液体、溶液、懸濁液、乳剤、複数の乳剤、コロイド状懸濁
液、スラリー、ヒドロゲルなどのゲル混合物、またはその組合せの形態であってよい。製
剤は、たとえば、水和性固体または水溶性固体のような粉末または微粒子の形態であって
よい。
【００５８】
　製薬上許容可能な賦形剤は当技術分野で知られており、粘度調整剤、バルク剤、界面活
性剤、分散剤、浸透剤、希釈剤、ならびに、操作性、安定性、分散性、湿潤性、および／
または、薬物（すなわち、活性医薬成分または診断剤）の放出動態を促進することが意図
された他の不活性な製剤化成分を含んでもよい。
【００５９】
　好ましい実施形態では、本発明の膀胱内薬物送達デバイスは、間質性膀胱炎、前立腺炎
、および尿道炎などの炎症性病状を治療するのに使用される。これらの病状用の特定の薬
物の代表的な例は、塩酸リドカイン、グリコサミノグリカン（たとえば、コンドロイチン
サルフェート、スロデキシド）、ペントサンポリサルフェート、ジメチルスルホキシド（
ＤＭＳＯ）、オキシブチニン、マイトマイシンＣ、ヘパリン、フラボキセイト、またはそ
の組合せを含む。
【００６０】
　別の実施形態では、膀胱内薬物送達デバイスは、患者に対して疼痛軽減を提供するのに
使用される。種々の麻酔薬、鎮痛薬、およびその組合せが使用されてもよい。適したこう
した薬剤の代表的な例は、塩酸リドカイン、塩酸プロカイン、サリチルアルコール、塩酸
テトラカイン、塩酸フェナゾピリジン、アセトアミノフェン、アセチルサルチル酸、フル
フェニサル、イブプロフェン、インドプロフェン、インドメタシン、ナプロキセン、コデ
イン、オキシコドン、およびクエン酸フェンタニルを含む。
【００６１】
　本発明の膀胱内薬物送達デバイスは、切迫尿失禁および神経性尿失禁を含む尿失禁を治
療するのに使用することができる。使用され得る薬物は、抗コリン薬、抗痙攣薬、抗ムス
カリン薬、β２アゴニスト、ノエピネフリン再取込み阻害剤、セロトニン再取込み阻害剤
、カルシウムチャンネル阻害剤、カリウムチャンネル開口剤、および筋弛緩薬を含む。
【００６２】
　失禁の治療用に適した薬物の代表的な例は、オキシブチニン、Ｓ－オキシブチニン、エ
メプロニウム、ベラパミル、イミプラミン、フラボキセイト、アトロピン、プロパンテリ
ン、トルテロジン、ロシベリン、クレンブテロール、ダリフェナシン、テロジリン、トロ
スピウム、ヒヨスチアミン、プロピベリン、デスモプレシン、バミカミド、ＹＭ－４６３
０３（Yamanouchi Co.（日本））、ランペリゾン（Nippon Kayaku Co.（日本））、イナ
ペリゾン、ＮＳ－２１（Nippon Shinyaku Orion, Formenti（日本／イタリア））、ＮＣ
－１８００（Nippon Chemiphar Co.（日本））、ＺＤ－６１６９（Zeneca Co.（英国））
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、およびヨウ化スチロニウムを含む。
【００６３】
　別の実施形態では、本発明の膀胱内薬物送達デバイスは、膀胱癌および前立腺癌などの
尿路癌を治療するのに使用される。使用され得る薬物は、抗増殖剤、細胞毒性薬、化学療
法剤、または、その組合せを含む。尿路癌の治療用に適した薬剤の代表的な例は、ＢＣＧ
(Bacillus Calmette Guerin) ワクチン、シスプラチン、ドキソルビシン、メトトレキサ
ート、ビンブラスチン、チオテパ、マイトマイシン、フルオロウラシル、ロイプロリド、
フルタミド、ジエチルスチルベストロール、エストラムスチン、酢酸メゲストロール、シ
プロテロン、フルタミド、およびシクロフォスファミドを含む。薬物治療は癌組織をター
ゲットとする従来の放射線療法または外科手術療法と組み合わせることができる。
【００６４】
　さらに別の実施形態では、本発明の膀胱内薬物送達デバイスは、膀胱、前立腺、および
尿道に関連する感染症を治療するのに使用される。こうした感染の治療のために、抗生物
質、抗菌剤、抗真菌剤、抗原虫薬、抗ウィルス剤、および他の抗感染症薬を投与すること
ができる。感染症治療用に適した薬物の代表的な例は、マイトマイシン、シプロフロキサ
シン、ノルフロキサシン、オフロキサシン、メタナミン、ニトロフラントイン、アンピシ
リン、アモキシシリン、ナフシリン、トリメトプリム、サルファ剤、トリメトプリムスル
ファメトキサゾール、エリスロマイシン、ドキシサイクリン、メトロニダゾール、テトラ
サイクリン、カナマイシン、ペニシリン系抗生物質、セファロスポリン系抗生物質、およ
びアミノグリコシド系抗生物質を含む。
【００６５】
　他の薬物および賦形剤が、他の治療のために、また、他の膀胱以外の体腔部位において
使用されてもよい。デバイス内の同じリザーバーまたは別個のリザーバー内に貯蔵された
（および、そこから放出された）２つ以上の薬剤の組合せが想定される。
【００６６】
　製剤の賦形剤は、リザーバーからの薬物の放出速度を調節するか、または制御するため
に選択されたマトリクス材料であってよい。一実施形態では、マトリクス材料は、上述し
たように吸収性ポリマーまたは非吸収性ポリマーであってよい。別の実施形態では、賦形
剤は、脂質（たとえば、脂肪酸および誘導体、モノグリセリド、ジグリセリド、およびト
リグリセリド、リン脂質、スフィンゴ脂質、コレステロールおよびステロイド誘導体、油
脂、ビタミン、ならびにテルペンから選択される）などの疎水性組成物または両親媒性組
成物を含む。
【００６７】
　製剤は、時間的に調節された放出プロファイル、あるいは、より連続した、または一貫
性のある放出プロファイルを提供してもよい。複数のリザーバーから、パルス型放出が達
成され得る。たとえば、異なる分解性膜を使用して、いくつかのリザーバーのそれぞれか
らの放出を時間的にずらしてもよい。
【００６８】
　（他のデバイス特徴）
　一実施形態では、膀胱内薬物送達デバイの本体は、体腔内でのデバイスの保持を容易に
する１つまたは複数の柔軟突出部をさらに含む。これらの固定構造は、デバイスの挿入（
または、回収）中に狭いデバイスプロファイルを提供するために、デバイス本体に対して
折り畳むことができるが、膀胱または他の体腔からのデバイスの不慮の放出（たとえば、
排尿）を防止するために、埋め込みの後、伸張構造に伸張する（またはそうでなければ、
その元の圧縮されない状態に戻る）ことになる、１つ、２つ、３つ、またはそれ以上の「
翼に似た(wing-like)」または「脚に似た(leg-like)」構造の形態であってよい。図１Ｂ
を参照されたい。
【００６９】
　一実施形態では、膀胱内薬物送達デバイの本体は、少なくとも１つの回収機構をさらに
含む。回収機構は、たとえば、製剤の放出後に非吸収性デバイス本体を取り出すための、
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体腔からのデバイスの取り出しを容易にする構造である。回収機構の代表的な例は、コイ
ル、リング、ピッグテールなどを含む。回収機構は、カテーテル内の開口内にデバイスを
引き込むための折り畳みまたは圧縮を容易にするために、デバイスが外植のために折り畳
み形態または圧縮形態にあるときに、デバイスの端部分に通常設けられる。
【００７０】
　デバイスは、従来の内視鏡把持器具によって取り出すことができる。ワニ口鉗子、３ピ
ンまたは４ピンの光学把持器(three or four-pronged optical graspers)などの内視鏡操
作器具を使用して、回収が必要とされるときに、膀胱からデバイスを取り出すことができ
る。デバイスがＯ形状またはらせん状の部分を有する場合、デバイスの取り出しは、これ
らの把持器具によって容易にされることができる。特に、Ｏリング形状デバイスは、対称
形状であるため、内視鏡的回収中に有利である。
【００７１】
　図５Ａ～５Ｂは、種々の直線本体デバイスおよび環状本体デバイスを示し、回収リング
が、細長い薬物送達デバイスの一端または両端に設けられる。デバイス５０は、直線管５
２を備える本体を含む。開口のアレイは、管内に配設され、分解性タイミング膜５４によ
って閉鎖される。回収リング５７ａ、５７ｂは、それぞれ、固定手段５５ａ、５５ｂによ
って管の両端に取り付けられる。固定手段は、たとえば、シリコーン接着剤であってよい
。デバイス５１は、デバイス５０と同様であるが、管５２の一端に固定手段５５によって
取り付けられた単一の回収リング５７を含む。デバイス５８および５９は、それぞれデバ
イス５０および５１と同様であるが、直線形状本体ではなく環状管形状本体、および異な
る固定手段を有する。楕円環状管１５２は、同じ管状本体からの回収リング１５６を形成
するために、締め付け(constriction)コンポーネント１５４で締め付けられる。たとえば
、締め付けコンポーネントは、管の一部分が、そこを通して引っ張られるか、またはねじ
込まれる(threaded)穴を有するバンドまたはビーズであることができる。締め付けコンポ
ーネントは、生体適合材料で作られ、弾性があってもよく、または剛性があってもよい。
【００７２】
　図６は、直線本体デバイスを示し、回収コイルが、細長い薬物送達デバイスの一端また
は両端に設けられる。デバイス６０および６１は、直線管６２を備える本体を含む。開口
のアレイは、管内に配設され、分解性タイミング膜６４によって閉鎖される。回収リング
６７、６７ａ、６７ｂは、管６２の両端から伸張する。
【００７３】
　デバイスは、一端または両端にピッグテール部分またはらせん状部分を有してもよい。
このらせん状部分を使用して、取り込まれた空気によって膀胱内でのデバイスの浮揚を促
進し、ならびにデバイスの回収を容易にすることができる。各放出オリフィスは、共通の
薬物リザーバーを共有するか、またはそれぞれの仕切られたリザーバーを利用する。らせ
ん状部分は、医療等級シリコーンまたはポリウレタンなどの弾性材料で作られることがで
きる。そのため、ピッグテール部分は、デバイスの膀胱鏡的挿入中に広がり、展開後に元
の形状に戻る。真っ直ぐな管セクションとピッグテール部分（単数または複数）との接続
は、医療等級シリコーン接着剤によって行うことができる。生分解性タイミング膜で覆わ
れた放出オリフィスは、膜の破断を回避するため、らせん状部分には位置しない。
【００７４】
　本インプラントデバイスのサイズは、排尿の切迫感を生じる原因となる膀胱三角の刺激
を回避するか、または最小にするのに十分に小さく作られることができる。その結果、イ
ンプラントデバイスの浮力特性は、重要ではないと予想される。それでも、薬物装填のた
めの容積の一部が犠牲になるが、低密度の構成材料の選択によって、またはデバイス内へ
の空気または他のガスの取り込みによって、三角領域の刺激が最小にされてもよい。三角
領域の刺激を最小にする別の方法は、低密度材料を使用することである。
【００７５】
　（ＩＩ．デバイスの作製方法）
　一態様では、埋め込み可能な薬物送達デバイスを作製するための方法が提供され、本方
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法は、外部表面、内部表面、および管の内部表面内に画定された少なくとも１つのリザー
バーを有する少なくとも１つの管を設けることを含み、ここで管は、エラストマーである
か、透水性であるか、または、エラストマーでありかつ透水性であってもよい生体適合材
料で形成され、製剤を管内のリザーバーに装填すること、管の側壁を貫通する１つまたは
複数の開口を形成すること、および、１つまたは複数の開口を通るリザーバーからの製剤
の放出時間を制御するために、１つまたは複数の開口のそれぞれの開口上またはそれぞれ
の開口内に配設された分解性膜を形成することを含み、ここで管は弾性変形され、薬物送
達デバイスの膀胱内挿入を可能にする。
【００７６】
　デバイス本体、管は、射出成形、圧縮成形、押出し成形、熱成形、流し込み、またはそ
の組合せなどの従来の形成方法を使用して形成されてもよい。
【００７７】
　１つまたは複数の開口を形成するステップは、当技術分野で知られている技法を使用し
て、管の側壁に１つまたは複数の穴をレーザ穿孔することを含んでもよい。１つまたは複
数の穴をレーザ穿孔することは、製剤を管内のリザーバーに装填するステップの前または
後に行ってもよい。あるいは、開口は、たとえば、Richardsらの米国特許第６，８０８，
５２２号に記載されるように、押し込み器(indenter)によって成形することによって、デ
バイス本体と同時に形成されてもよい。
【００７８】
　製剤は、固体形態または液体形態でリザーバー内に貯蔵されることができる。液体形態
の場合、製剤は、開口またはその後封止される別の開口を通してリザーバー内に装填され
てもよい。固体または半固体形態の場合、製剤は、管内の端開口を通してリザーバー内に
、好ましくは固定形態で装填されてもよく、その開口はその後封止される。
【００７９】
　一実施形態では、製剤は、固体または半固体ロッドの形態で装填される。所与の容積に
ついてその薬物濃度が高いために、また、デバイスの操作を容易にするために、薬物の固
体形態が溶液形態と比べてよりよい。埋め込み式デバイスによって生じる可能性がある刺
激を最小にするために、デバイスの小さいサイズが重要であることを考慮すると、高濃度
の薬物装填が重要である。
【００８０】
　デバイスの構築および操作を容易にするために、製剤の固体または半固体ロッドを調製
することが有用である場合がある。これは、製剤の剛性を増加させるために、多糖または
ヘパリンナトリウム塩などの比較的純粋な薬物材料を用いて行われてもよく、または、別
の賦形剤または薬物材料との組合せを必要としてもよい。たとえば、塩酸リドカインだけ
ではこうした薬物ロッドを生成しないが、たとえば、コンドロイチンサルフェートＣと７
０：３０の混合比で混合されることにより、デバイスの操作性を高めるためのある程度の
剛性を有する薬物ロッドが生成され得る。しかし、この混合比は、塩酸リドカインの最大
装填量(payload)の一部を著しく犠牲にする。その犠牲が許容可能であるかどうかは、特
定のデバイス設計および適用／使用に依存する。
【００８１】
　１つの薬物装填方法は、図１５に示される。図は、精密オリフィスを有するデバイスに
関して実施される薬物装填方法を示すが、この方法は、デバイス本体の管の側壁にレーザ
穿孔した穴を有するデバイスにも適用されることができる。図１５は、一番上から一番下
の順序で、（ｉ）精密オリフィスが一端に配設され、他端が開口している、空の直線管を
設けること、（ｉｉ）管の中央ボア（リザーバー）が、薬物水溶液で装填されること、（
ｉｉｉ）オリフィスを閉鎖するために、（たとえば、マイクロツィーザによって）オリフ
ィスの近くの管が締め付けられ、その後、他端から空気圧が印加され、その間に水が気化
する（シリコーン管を透過する）こと、（ｉｖ）濃縮された薬物のゲルまたは固体流し込
みロッド形態の製剤をリザーバー内に得ること、（ｖ）ガイドロッドを使用して、管の開
口を通して、製剤に隣接する位置まで封止構造（たとえば、マイクロビーズ）が挿入され
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ることを示す。こうして、薬物の充填の位置が制御されてもよい。
【００８２】
　種々の形態の固体薬物を形成するために、異なる形状のシリコーンを使用することがで
きる。平坦シリコーン表面（または、溶液を湿潤させる他の材料）は、薬物溶液がシリコ
ーン表面上に広げられ乾燥させられると、薬物の薄いフィルムを形成することができる。
厚さおよび表面均一性のより厳しい制御は、シリコーンの２つのブロック間に既知の寸法
の空間を作ることによって達成することができる。シリコーンが、型としての役割をする
ために必要に応じてそれ自体形作られ得るため、この空間は、ほとんどいずれの形状（薄
いフィルムまたは円柱など）をも有することができる。シリコーンを使用することは、水
はシリコーンを通り抜けて拡散するが、対象となる薬物材料（たとえば、多糖）は拡散し
ないという利点を有する可能性があり、したがって、本プロセスは一般的な流し込みプロ
セスと同様になる。型(shape)を完全に満たすために、型(mold)の内部に溶液を補充する
ためのチャンネルを設けることなどの、一般的な流し込み形状設計指針が、このプロセス
にも適用される。溶液内の多糖の高い濃度は、補充の必要性を減らし得る。多糖の非常に
高い濃度は、溶液に粘性をもたせる場合があり、それにより、成形プロセスは、ポリマー
押出しプロセスと非常に似たものになる可能性があるが、溶液からの水の気化についての
許容量が小さい。多糖または対象となる他の薬物を変性させない限りは、他の溶媒が、水
の代わりに使用されてもよい。シリコーンは、型として使用することができる唯一の材料
ではない。溶液と接触して溶解し、潜在的に有毒な化合物を形成しない限り、また、溶媒
が溶液から気化するための経路が存在する限り、ほとんどいずれの材料も使用することが
できる。
【００８３】
　管本体内のリザーバー仕切りは、たとえばガイドワイヤーを使用して、単に、管内の所
望の位置に仕切りを挿入することによって設置されることができる。これは、複数のリザ
ーバーと仕切りとが使用される場合、製剤の装填と交互に行われてもよい。仕切りが管の
内部直径より少し大きな外部直径を有する場合、その位置は、摩擦係合によって固定され
ることができる。別法として、または付加的に、仕切りを所定場所に固定するために、接
着剤が使用されてもよい。
【００８４】
　分解性膜は、種々の技法を使用して形成され得る。一実施形態では、分解性膜は、開口
の一端に、たとえば管の外部表面開口内／上に、膜を形成するための、流体のマイクロイ
ンジェクションまたはインクジェット印刷によって形成される。たとえば、流体は、溶媒
内に溶解した吸収性材料を含む溶液、非溶媒内に吸収性材料を含む懸濁液、または吸収性
液化材料であってよい。
【００８５】
　図８は、製造プロセスの一実施形態を示すものであり、種々のステップおよびステップ
の順序の可能性のある変形を示す。
【００８６】
　（ＩＩＩ．デバイスの使用および応用）
　膀胱内薬物送達デバイスを使用して、本質的に任意の体腔部位に局所的に薬物を送達す
ることができる。好ましい実施形態では、体腔は、治療の必要な、男性または女性のヒト
の患者の膀胱である。たとえば、膀胱内薬物送達デバイスは、間質性膀胱炎、過活動膀胱
症候群、または膀胱癌の治療に使用することができる。デバイスはまた、薬物が膀胱に送
達される必要があり、かつ全身的送達に伴う副作用が耐えられないか、または生物学的利
用能が十分に高くない、他の病状の治療に使用されることができる。
【００８７】
　他の実施形態では、本膀胱内デバイスは、患者の他の体腔内で使用されてもよい。たと
えば、小型デバイスは、膣、胃腔、腹膜腔、または眼球腔の空間内に埋め込まれることが
できる。
【００８８】
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　一実施形態では、患者に薬物を投与する方法が提供され、本方法は、（１）膀胱内薬物
送達デバイスを患者の体腔内に埋め込むステップを含み、ここで膀胱内薬物送達デバイス
は、本体を備え、本体は、少なくとも１つの管であって、外部表面、内部表面、および少
なくとも１つの管の内部表面内に画定された少なくとも１つのリザーバーを有する、少な
くとも１つの管を含み、ここで少なくとも１つの管は、エラストマー材料で形成され、こ
れにより、弾性変形して薬物送達デバイスの膀胱内挿入を可能にし、少なくとも１つのリ
ザーバー内に収容される製剤と、少なくとも１つの管の側壁を通る１つまたは複数の開口
と、製剤放出の時間を制御するために、１つまたは複数の開口のそれぞれの開口上または
それぞれの開口内に配設された分解性膜とを備え、また、（２）膀胱内薬物送達デバイス
から体腔内に製剤を放出するステップを含む。一例では、埋め込みは、尿道内に挿入され
たカテーテルを通して、直線形態（たとえば、折り畳み形態または圧縮形態）で、膀胱内
薬物送達デバイスを通過させることによって実施され、デバイスは、膀胱内で放出される
。米国特許第６，１３９，５３５号は、尿道を通して膀胱内に医薬デバイスを設置する方
法および装置を述べる。
【００８９】
　一実施形態では、膀胱内薬物送達デバイスは、非吸収性であり、すなわち、普通なら、
埋め込み後に取り外される必要がある。こうした場合には、先行する節に記載される方法
は、（３）薬物の放出の後、体腔から膀胱内薬物送達デバイスを取り外すステップをさら
に含む。特殊な回収デバイスが、当技術分野で知られているか、または、この目的のため
に、容易に作ることができる。米国特許第５，４９９，９９７号は、内視鏡的把持方法お
よび装置を述べる。
【００９０】
　好ましい実施形態では、デバイスは、患者の膀胱に投与され（すなわち、膀胱内に埋め
込まれ）、制御された方法で、膀胱に製剤を送達する。特に、製剤は、過活動膀胱症候群
、膀胱癌、間質性膀胱炎の治療、または疼痛軽減処置に有用な１つまたは複数の薬物を含
む。
【００９１】
　本発明の膀胱内薬物送達デバイスによる治療方法は、所望の（所定の）期間にわたる、
所望量の薬物の、長期間の放出、連続放出、間欠的な放出、または周期的な放出を提供す
る。一実施形態では、デバイスは、長期間、たとえば２４時間、５日間、７日間、１０日
間、１４日間、あるいは２０日間、２５日間、３０日間、４５日間、６０日間、または９
０日間あるいはそれ以上にわたって、所望の用量の薬物を送達することができる。送達速
度および薬物用量は、送達される薬物および治療される疾病／病状に応じて選択すること
ができる。デバイス内の開口の数とサイズを変化させると共に、異なる分解速度および／
または賦形剤材料を使用することは、異なる薬物放出動態を有するようにデバイスを調整
するのに使用することができる。
【００９２】
　インプラントデバイスは、特定の実施形態で必要である場合、当技術分野で知られてい
る技法を使用して、体腔内に固定されてもよい。たとえば、デバイスは、生分解性であっ
てもなくてもよい非刺激性接着剤を使用して、（たとえばデバイスのリングまたは他の部
分を通して）縫合されることができる。
【００９３】
　本発明は、以下の非制限的な実施例を参照してさらに理解され得る。
【実施例】
【００９４】
　（実施例１：固体薬物ロッドの流し込み）
　製剤の固体ロッドが、膀胱内薬物送達ベヒクルを装填するのに使用するために作られた
。ロッドを作るのに使用されるプロセスステップは、図９に示される。シリコーン管が、
エラストマーブロック上に置かれ、管の一端が、２５重量％コンドロイチンサルフェート
Ｃ（ＣＳ－Ｃ）の水溶液を含むバイアル内に浸された。円柱バーが、シリコーン管の長さ
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方向に沿って回転して、管の蠕動運動が誘発され、それにより、濃縮された薬物溶液で管
が充填される。図１０を参照されたい。管内の薬物溶液は、すべての水が気化するまで室
温で一晩乾燥させられ、流し込まれた固体ロッドが残った。固体ロッドは、ツィーザを使
用して管から取り出され、元の溶液の約１７容積％であった。
【００９５】
　（実施例２：３００μｍの開口を有するデバイスからの多糖の放出）
　埋め込み可能な薬物送達デバイスは、３０５μｍの内部直径、６３５μｍの外部直径、
１６５μｍの壁厚、および０．３ｃｍの長さを有するシリコーン管を使用して調製された
。放出オリフィスは、約３００μｍの直径を有する開口を作製するために、レーザアブレ
ーションを使用してシリコーン管内に穿孔された。実施例１で述べたように調製されたコ
ンドロイチンサルフェートＣ（ＣＳ－Ｃ）の３１６μｇの固体ロッドが、シリコーン管内
に挿入され、管は両端を閉鎖された。管は固定され、脱イオン水に浸された。脱イオン水
内に放出されたＣＳ－Ｃの濃度を決定するために、アリコートが回収され、1,9-ジメチル
メチレンブルー（ＤＭＭＢ）を使用して比色定量法によって分析された。図１１は、２５
時間にわたって放出された全薬物のパーセントを示す。
【００９６】
　（実施例３：５０μｍの開口を有するデバイスからの多糖の放出）
　２ｃｍの長さ、５０μｍの開口、および全薬物装填量が１．９７ｍｇのＣＳ－Ｃを有す
るデバイスを使用して、実施例２で述べた試験が繰り返された。図１２は、９０時間にわ
たって放出された全薬物のパーセントを示す。
【００９７】
　（実施例４：２０μｍの開口を有するデバイスからの多糖およびリドカインの放出）
　全薬物装填量がそれぞれ、８９０μｇのＣＳ－Ｃと８０１μｇの塩酸リドカインについ
て、１ｃｍの長さ、および管の端に設置された２０μｍの精密オリフィス（側壁のレーザ
穿孔されたオリフィスではない）を有するデバイスを使用して、実施例２で述べた試験が
２回繰り返された。図１３は、１６０時間にわたって放出された全薬物のパーセントを示
し、コンドロイチンサルフェートＣと塩酸リドカインの両方の放出プロファイルを提供す
る。
【００９８】
　本明細書で引用する出版物および出版物が引用する資料は、参照により具体的に組み込
まれる。本明細書に記載される方法およびデバイスの変更および変形は、先の詳細な説明
から当業者に明らかになるであろう。こうした変更および変形は、添付の特許請求の範囲
内に入ることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】図１Ａおよび図１Ｂは、直線形状を有する薬物送達デバイスの実施形態の平面概
略図である。
【図２】図２Ａは、Ｏリング形状を有する薬物送達デバイスの一実施形態の平面概略図で
ある。図２Ｂは、デバイスが体腔内を通過することを可能にするための圧縮された構成の
、図２Ａの薬物送達デバイスを示す平面概略図である。図２Ｃは、線Ｃ－Ｃに沿って切り
取った図２Ａのデバイスの断面図である。
【図３】図３Ａは、一連の接続されたドーナツ形状を有する薬物送達デバイスの一実施形
態の平面概略図である。図３Ｂは、デバイスが体腔内を通過することを可能にするための
圧縮された構成の、図３Ａの薬物送達デバイスを示す平面概略図である。
【図４】図４は、楕円形状を有する薬物送達デバイスの一実施形態の平面概略図である。
【図５】図５Ａおよび図５Ｂは、デバイスの一端または両端に回収リングを有する薬物送
達デバイスの一実施形態を示す平面概略図である。
【図６】図６は、デバイスの一端または両端に回収コイルを有する薬物送達デバイスの一
実施形態を示す平面概略図である。
【図７】図７Ａは、複数の別個のリザーバーを作るために球状仕切りを有する、直線形状
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を有する薬物送達デバイスの一実施形態を示す斜視図である。図７Ｂは、図７Ａの薬物送
達デバイスの断面図である。
【図８】図８は、薬物送達デバイスを作製する方法を示すプロセスフロー図である。
【図９】図９は、固体薬物ロッドを作製する方法を示すプロセスフロー図である。
【図１０】図１０は、固体薬物ロッドを作製する装置の実施形態を示す略図である。
【図１１】図１１は、３００μｍの開口を用いてコンドロイチンサルフェートＣを放出す
る１つの実験例において、膀胱内デバイスの一実施形態からの、インビトロでの、経時的
に放出される全薬物装填量のパーセンテージを示すグラフである。
【図１２】図１２は、５０μｍの開口を用いてコンドロイチンサルフェートＣを放出する
１つの実験例において、膀胱内デバイスの一実施形態からの、インビトロでの、経時的に
放出される全薬物装填量のパーセンテージを示すグラフである。
【図１３】図１３は、２０μｍの開口を用いてコンドロイチンサルフェートＣおよび塩酸
リドカインを放出する１つの実験例において、膀胱内デバイスの一実施形態からの、イン
ビトロでの、経時的に放出される全薬物装填量のパーセンテージを示すグラフである。
【図１４】図１４は、精密オリフィスが管状シリコーン本体の中央ボアの一端を塞ぎ、マ
イクロビーズが反対端を塞ぎ、製剤がオリフィスとマイクロビーズとの間に画定されたリ
ザーバー内に配設される、直線形状を有する薬物送達デバイスの一実施形態の断面図であ
る。
【図１５】図１５は、図１４のデバイスを組み立てる方法の一実施形態のプロセスステッ
プを断面図で示す図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図６】

【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(24) JP 5265359 B2 2013.8.14

10

20

30

40

フロントページの続き

(73)特許権者  599086582
            チルドレンズ・メディカル・センター・コーポレイション
            Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
            アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボストン、ロングウッド・アベニュー　３００
            ３００　Ｌｏｎｇｗｏｏｄ　Ａｖｅｎｕｅ，　Ｂｏｓｔｏｎ，　Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　０
            ２１１５，　Ｕ．Ｓ．Ａ．
(74)代理人  100083806
            弁理士　三好　秀和
(74)代理人  100095500
            弁理士　伊藤　正和
(74)代理人  100111235
            弁理士　原　裕子
(72)発明者  リー、　ヘージン
            アメリカ合衆国　０２１３９　マサチューセッツ州　ケンブリッジ　メモリアル　ドライブ　５４
            ０　アパートメント　１２０８
(72)発明者  ダニエル、　カレン
            アメリカ合衆国　０２４６０　マサチューセッツ州　ニュートンビル　ノース　ストリート　１２
            ９　アパートメント　イー
(72)発明者  ホ　ダク、　ホン　リン
            アメリカ合衆国　０２１３９　マサチューセッツ州　ケンブリッジ　メモリアル　ドライブ　５４
            ０　アパートメント　１６０８
(72)発明者  シーマ、　マイケル　ジェイ．
            アメリカ合衆国　０１８９０　マサチューセッツ州　ウィンチェスター　ミスティック　バレー　
            パークウェイ　１８４
(72)発明者  カスティーリョ、　マリオ
            アメリカ合衆国　００７８０　プエルト　リコ　コト　ローレル　ストリート　シー　４０２３
(72)発明者  フローリッチ、　スティーブン
            アメリカ合衆国　４４０３０　オハイオ州　コニオート　レイク　ロード　４１１３
(72)発明者  ディミトラコフ、　ヨルダン
            アメリカ合衆国　０２２１５　マサチューセッツ州　ボストン　ブルックリン　アベニュー　４０
            ０　アパートメント　１０イー
(72)発明者  キム、　グレース　ワイ．
            アメリカ合衆国　９２６０６　カリフォルニア州　アーバイン　サンタ　ルチア　アイル　９

    審査官  佐藤　高弘

(56)参考文献  特表２００１－５２２６６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００１－５１９７８７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　３７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

