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(57)【要約】
　組織内にキャビテーションを生成する方法及び装置が
提供される。一実施形態において、ヒストトリプシ療法
の衝撃散乱方法は、初期圧力波形を超音波療法用変換器
から組織内へと供給するステップであって、初期圧力波
形は組織内に少なくとも１つの気泡を生成するように構
成されるステップと、散乱圧力波形を、少なくとも１つ
の気泡の寿命期間内に超音波療法用変換器から少なくと
も１つの気泡内へと供給するステップと、散乱圧力波形
によって少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーショ
ン核を生成するステップとを備える。散乱圧力波形は少
なくとも一つの気泡の寿命期間の間に供給され得る。い
くつかの実施形態において、散乱圧力波形は、初期圧力
波形から５μｓから１ｓ以内に供給される。衝撃散乱ヒ
ストトリプシ療法のためのシステムもまた検討される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波エネルギーによって組織を治療する方法であって、
　初期圧力波形を超音波療法用変換器から組織内へと供給するステップであって、前記初
期圧力波形は前記組織内に少なくとも１つの気泡を生成するように構成されるステップと
、
　散乱圧力波形を、前記少なくとも１つの気泡の寿命期間内に、前記超音波療法用変換器
から前記少なくとも１つの気泡内へと供給するステップと、
　前記散乱圧力波形によって前記少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーション核を生
成するステップと
を備える方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記散乱圧力波形は、前記初期圧力波形から５μｓか
ら２００μｓ以内に供給される、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、前記初期圧力波形を供給するステップ及び前記散乱圧
力波形を供給するステップを、前記組織の治療が完了するまで繰り返すステップを更に備
える、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、前記初期圧力波形の圧力振幅及び／又は周期数は、組
織の加熱を低減させるために最小化される、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記散乱圧力波形の圧力波高値は、焦点領域に追加的
なキャビテーション核を生じさせるのに十分な振幅である、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、前記散乱圧力波形の前記圧力振幅及び／又は周期数は
、組織の加熱を低減させるために最小化される、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、前記散乱圧力波形を供給するステップの後に、第２の
散乱圧力波形を前記少なくとも１つの気泡及び前記キャビテーション核に向かって供給す
るステップを更に備える、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記第２の散乱圧力波形は、前記散乱圧力波形から５
μｓから１ｓ以内に供給される、方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の方法において、前記少なくとも１つの気泡及び／又は前記キャビテー
ション核がもはや前記組織内に残存しなくなるまで、追加的な初期圧力波形を供給するこ
となく追加的な散乱圧力波形を供給するステップを更に備える、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、前記追加的な散乱圧力波形は５μｓから１ｓ毎に供給
される、方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、前記初期圧力波形及び前記散乱圧力波形を備えるパル
スシーケンスは、１～５０００Ｈｚの範囲のシーケンスＰＲＦを有する、方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法において、前記散乱圧力波形は前記初期圧力波形よりも少ないエ
ネルギーを介在する組織に供給する、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、前記初期圧力波形と前記散乱圧力波形とは、実質的に
同様な圧力振幅を有する、方法。
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【請求項１４】
　請求項１に記載の方法において、前記散乱圧力波形の圧力振幅は前記初期圧力波形の圧
力振幅よりも小さい、方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法において、前記散乱圧力波形の圧力振幅は前記初期圧力波形の圧
力振幅よりも大きい、方法。
【請求項１６】
　超音波エネルギーによって組織を治療する方法であって、
　初期圧力波形を超音波療法用変換器から組織内へと送出するステップであって、前記初
期圧力波形は前記組織内に少なくとも１つの気泡を生成するように構成されるステップと
、
　散乱圧力波形を、前記少なくとも１つの気泡の寿命期間の間に、前記超音波療法用変換
器から前記少なくとも１つの気泡内へと送出するステップであって、前記散乱圧力波形は
前記組織内で衝撃正圧半周期及び衝撃負圧半周期を有する衝撃焦点圧力波形となるように
構成され、前記衝撃正圧半周期は前記少なくとも１つの気泡に衝突し、散乱し、反転し、
前記衝撃負圧半周期と建設的に干渉して負圧半周期波形を形成するように構成されるステ
ップと、
　前記正圧半周期波形と前記少なくとも１つの気泡との間の衝撃散乱メカニズムによって
、前記少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーション核を生成するステップと
を備える方法。
【請求項１７】
　超音波エネルギーを組織に供給する方法であって、
　前記組織内に少なくとも１つの気泡を生成するために少なくとも５ＭＰａのピーク負圧
を提供するように構成された初期パルスを、超音波療法用変換器から供給するステップと
、
　第１の散乱パルスを、前記少なくとも１つの気泡内に、前記初期パルスから５μｓから
２００μｓ以内に供給するステップと、
　前記第１の散乱パルスと前記少なくとも１つの気泡との間の衝撃散乱メカニズムによっ
て、前記少なくとも１つの気泡の近傍に核のキャビテーション雲を生成するステップと
を備える方法。
【請求項１８】
　超音波療法用変換器と、
　前記超音波療法用変換器に結合された超音波療法用生成器であって、前記超音波療法用
生成器は前記超音波療法用変換器を駆動して、初期圧力波形を組織内へと供給して組織内
に少なくとも１つの気泡を生成するように構成され、前記超音波療法用生成器は更に、前
記超音波療法用変換器を駆動して、第１の散乱圧力波形を前記初期圧力波形から５μｓか
ら２００μｓ以内に前記少なくとも１つの気泡内に供給して前記少なくとも１つの気泡の
近傍にキャビテーション核を生成するように構成された超音波療法用生成器と
を備える超音波療法システム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のシステムであって、前記第１の散乱パルスの圧力波高値は前記少な
くとも１つの気泡の近傍にキャビテーション核を生成するのに十分な圧力振幅である、シ
ステム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のシステムであって、前記超音波療法用生成器は更に、前記超音波療
法用変換器を駆動して、前記第１の散乱圧力波形の後に、前記少なくとも１つの気泡の近
傍にキャビテーション核を生成するために、少なくとも１つの追加的な散乱パルスを供給
するように構成される、システム。
【請求項２１】
　請求項１８に記載のシステムであって、前記超音波療法用生成器は、
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　前記初期及び散乱圧力波形を始動するために複雑な波形を生成するように構成された制
御器と、
　前記制御器と結合された高電圧電源と、
　前記制御器及び前記高電圧電源から前記複雑な波形を受け取り、増幅するように構成さ
れた増幅器と、
　前記超音波療法用変換器のインピーダンスを前記増幅器とマッチングさせるように構成
されたマッチングネットワークと
を更に備える、システム。
【請求項２２】
　超音波エネルギーによって組織を治療する方法であって、
　超音波エネルギーによって、前記組織内に少なくとも１つの気泡を生成するステップと
、
　衝撃焦点圧力波形を前記少なくとも１つの気泡に衝突させるステップと、
　前記少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーション核を形成するステップと
を備える方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法において、前記衝突させるステップは、前記少なくとも１つの
気泡の寿命期間の間に実行される、方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法において、前記衝突させるステップは、前記生成するステップ
から５μｓから２００μｓ以内に実行される、方法。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の方法において、前記キャビテーション核を形成するステップは、前
記衝撃焦点圧力波形と前記少なくとも１つの気泡との間の衝撃散乱メカニズムによって達
成される、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本願は、米国特許法第１１９条の下で、２０１３年７月３日出願の「Ｍｏｄｕｌ
ａｔｅｄ　Ｅｘｃｉｔａｔｉｏｎ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐ
ｕｌｓｅｄ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　Ｃａｖｉｔａｔｉｏｎａｌ　Ｔｈｅｒａｐｙ」と題
する米国仮特許出願第６１／８４２，８２０号の利益を主張するものであり、その出願は
本明細書に参照により組み込まれる。
【０００２】
　[0002]本明細書で言及される公報及び特許出願は全て、個別の各公報又は特許出願が参
照により組み込まれることが明確に個別に示されているものとして、同じ範囲にわたって
本明細書に参照により組み込まれる。
【０００３】
　[0003]本開示は、概して、超音波療法によって生じたキャビテーションによる組織の治
療に関する。
【背景技術】
【０００４】
　[0004]ヒストトリプシ（Ｈｉｓｔｏｔｒｉｐｓｙ）又はパルス状超音波キャビテーショ
ン療法は、音響エネルギーの短く激しい爆発が、焦点領域内に制御されたキャビテーショ
ン（微小気泡又は気泡雲の形成）を誘起する技術である。これらの微小気泡の活発な発泡
と崩壊は焦点領域内の細胞と組織構造とを自動的に均質化する。これは熱切除の凝固壊死
特性とは著しく異なる最終結果である。非熱的なヒストトリプシ領域内で作用するために
、音響エネルギーを低いデューティサイクルの高圧振幅音響パルスの形態で供給すること
が必要である。
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【０００５】
　[0005]従来の集束超音波技術と比べると、ヒストトリプシは以下の重要な利点がある。
（１）焦点における破壊プロセスは機械的なものであり、熱的なものではないこと。（２
）超音波画像上で気泡雲は明るく表され、それによって治療の正確なターゲッティングと
所在が確認できること。（３）治療された組織は超音波画像上でより暗く（低エコー）表
されるので、治療されたものを術者が認識できること。（４）ヒストトリプシは、制御さ
れた正確な外傷を生むこと。マイクロウェーブ、高周波、又は高強度集束超音波（ＨＩＦ
Ｕ）と異なり、ヒストトリプシは熱的物理療法でないことを強調するのは重要である。
【０００６】
　[0006]前立腺組織のヒストトリプシ均質化のイヌにおける初期の研究は、経腹的にヒス
トトリプシを供給するように配置された療法用変換器を採用していた。これらの研究では
、前立腺は肌の表面からほんのわずかな距離に位置し、変換器から肌を通過して超音波エ
ネルギーを集束させるための比較的広い経路が存在していた。従って、これらの研究にお
いて採用された球状のヒストトリプシ療法用変換器は、１４ｃｍの口径と、１０ｃｍの焦
点距離（Ｆナンバー＝０．７１）とを有していた。大きなＦナンバーを有するヒストトリ
プシ療法用変換器は、小さなＦナンバーを有する変換器に比べて、著しく効率が低い。こ
のような非効率性は、主に、衝撃波の形成をもたらす非線形の音響伝播に起因する。
【０００７】
　[0007]専用の療法用変換器及びドライブエレクトロニクスが、ヒストトリプシ療法を会
陰を通じて前立腺に集束させるために設計されてきた。ヒストトリプシ療法を前立腺に供
給するように構成された療法用変換器１００の一例が図１に示される。変換器１００は、
筐体１０４内に配置された複数の超音波変換器要素１０２を備え得る。変換器は、ヒスト
トリプシ波形を変換器から組織へと供給するように構成された波形生成器に接続され得る
。この進入路からの前立腺の深さは、上述のイヌのモデルにおける深さよりも著しく深い
。更に、骨盤の骨格解剖構造及び超音波撮像プローブの径直腸的位置は、有効な変換器の
口径を著しく減少させた。筐体の下側外周の切り欠き部１０６は、主径においてＦナンバ
ー＝０．８５であり、切り欠き部においてＦナンバー＝０．９８である超音波撮像プロー
ブ（不図示）を収容するように構成され得る。
【０００８】
　[0008]卓上実験及びモデリングに基づいて、療法用変換器励起パラメータの初期セット
（３サイクル／パルス、７５０Ｖｐｐ、５００Ｈｚ　ＰＲＦ（パルス繰返し周波数））が
この変換器でのイヌに対する試験のために選択された。この励起シーケンスは、水中での
ピーク負圧及びピーク正圧が約２５ＭＰａ及び１００ＭＰａである非線形の焦点圧力波形
を生成した。このシーケンスパラメータは気泡雲形成に最適化されていなかったため、我
々は、このシーケンス及びその変形を、標準的な、すなわち最適化されていない、シーケ
ンスと定義する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　[0009]この標準的な励起シーケンス及びその変形は、約３０匹のイヌ被験体を治療し、
実現可能性、投与（パルスの累積数）、及び治療実施のガイドラインを確立するために使
用された。次いで、更に１０匹のイヌ被験体が確認試験において治療された。これらの研
究は著しく有効性のある結果をもたらしたが、確認実験における１０匹のうちの２匹の被
験体において、焦点前の腹部直筋に明らかな微小傷（不顕性の繊維症（ｓｕｂｃｌｉｎｉ
ｃａｌ　ｆｉｂｒｏｓｉｓ））が観察されたことから、より効率的にエネルギーを供給す
るヒストトリプシパルスシーケンスを開発して、安全プロファイルを向上する必要がある
という結論が導かれた。変換器が発展し骨格解剖的障害物を通ってより深く組織内に進入
するようになるにつれて、ヒストトリプシの効率を向上させる必要性はより重要になるも
のと思われる。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　[00010]焦点前での加熱の減少につながる向上した効率は、比較的大きなＦナンバー（
Ｆナンバー＞０．８）を有する超音波療法用変換器を必要とする、骨格解剖的障害物を通
過した肌の表面下深くの柔軟な組織が目標とされる際には不可欠である。柔軟な組織の向
上したヒストトリプシ均質化のために最適化されたシーケンスは、シーケンスの効率を最
適化することによって焦点前での熱傷の可能性を低減するために開発されてきた。最適化
された励起シーケンスの向上した効率は、組織内でのヒストトリプシ気泡雲の生成開始の
可能性を増大させ、組織を通って並進する際の消滅する気泡雲の発生を低減する。更に、
最適化されたシーケンスは、神経血管構造のような線維弾性がより高い重要な体内構造を
保護しつつ、繊維状組織又はより密度の低い組織を選択的に切除するために設計すること
もできる。
【００１１】
　[00011]大きなＦナンバーの変換器のために効果的な最適化されたシーケンスは、少な
くとも１つの音響的に生成された核（気泡）を生じさせるように設計された初期パルスと
、それに続く、最適化された遅延時間の後の、気泡雲を生じさせるために第１の気泡に衝
撃波を衝突させることを可能にする衝撃散乱パルス（以後、散乱パルス又は散乱圧力波形
と呼ぶ）とを特徴とする。気泡雲の効果を更に維持するために、同様に最適化されたタイ
ミングで後続の散乱パルスが続き得る。パルスと圧力波形とは本願においては交換可能に
用いられることに留意されたい。
【００１２】
　[00012]超音波エネルギーによって組織を治療する方法は、初期圧力波形を超音波療法
用変換器から組織内へと供給するステップであって、初期圧力波形は組織内に少なくとも
１つの気泡を生成するように構成されるステップと、散乱圧力波形を、少なくとも１つの
気泡の寿命期間内に超音波療法用変換器から少なくとも１つの気泡内へと供給するステッ
プと、散乱圧力波形によって少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーション核を生成す
るステップとを備える。
【００１３】
　[00013]いくつかの実施形態において、散乱圧力波形は、初期圧力波形から５μｓから
２００μｓ以内に供給される。
　[00014]一実施形態において、方法は、初期圧力波形を供給するステップ及び散乱圧力
波形を供給するステップを、組織の治療が完了するまで繰り返すステップを更に備える。
【００１４】
　[00015]一実施形態において、初期圧力波形の圧力振幅及び／又は周期数（サイクル数
）は、組織の加熱を低減させるために最小化される。
　[00016]別の実施形態において、散乱圧力波形の圧力波高値は、焦点領域に追加的なキ
ャビテーション核を生じさせるのに十分な振幅である。
【００１５】
　[00017]代替的な実施形態において、散乱圧力波形の圧力振幅及び／又は周期数は、組
織の加熱を低減させるために最小化される。
　[00018]いくつかの実施形態において、方法は、散乱圧力波形を供給するステップの後
に、第２の散乱圧力波形を少なくとも１つの気泡及びキャビテーション核に向かって供給
するステップを更に備える。
【００１６】
　[00019]いくつかの実施形態において、第２の散乱圧力波形は、散乱圧力波形から５μ
ｓから１ｓ以内に供給される。
　[00020]別の実施形態において、方法は、少なくとも１つの気泡及び／又はキャビテー
ション核がもはや組織内に残存しなくなるまで、追加的な初期圧力波形を供給することな
く追加的な散乱圧力波形を供給するステップを更に備える。
【００１７】
　[00021]いくつかの実施形態において、追加的な散乱圧力波形は５μｓから１ｓ毎に供
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給される。
　[00022]一実施形態において、初期圧力波形及び散乱圧力波形を備えるパルスシーケン
スは、１～５０００Ｈｚの範囲のシーケンスＰＲＦを有する。
【００１８】
　[00023]他の実施形態において、散乱圧力波形は初期圧力波形よりも少ないエネルギー
を介在する組織に供給する。
　[00024]一実施形態において、初期圧力波形と散乱圧力波形とは、実質的に同様な圧力
振幅を有する。別の実施形態において、散乱圧力波形の圧力振幅は初期圧力波形の圧力振
幅よりも小さい。代替的な実施形態において、散乱圧力波形の圧力振幅は初期圧力波形の
圧力振幅よりも大きい。
【００１９】
　[00025]超音波エネルギーによって組織を治療する方法であって、初期圧力波形を超音
波療法用変換器から組織内へと送出するステップであって、初期圧力波形は組織内に少な
くとも１つの気泡を生成するように構成されるステップと、散乱圧力波形を、少なくとも
１つの気泡の寿命期間の間に、超音波療法用変換器から少なくとも１つの気泡内へと送出
するステップであって、散乱圧力波形は組織内で衝撃正圧半周期及び衝撃負圧半周期を有
する衝撃焦点圧力波形となるように構成され、衝撃正圧半周期は少なくとも１つの気泡に
衝突し、散乱し、反転し、衝撃負圧半周期と建設的に干渉して負圧半周期波形を形成する
ように構成されるステップと、正圧半周期波形と少なくとも１つの気泡との間の衝撃散乱
メカニズムによって、少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーション核を生成するステ
ップとを備える方法が提供される。
【００２０】
　[00026]超音波エネルギーを組織に供給する方法であって、組織内に少なくとも１つの
気泡を生成するために少なくとも５ＭＰａのピーク負圧を提供するように構成された初期
パルスを、超音波療法用変換器から供給するステップと、第１の散乱パルスを、少なくと
も１つの気泡内に初期パルスから５μｓから２００μｓ以内に供給するステップと、第１
の散乱パルスと少なくとも１つの気泡との間の衝撃散乱メカニズムによって、少なくとも
１つの気泡の近傍に核のキャビテーション雲を生成するステップとを備える方法が提供さ
れる。
【００２１】
　[00027]超音波療法用変換器と、超音波療法用変換器に結合された超音波療法用生成器
であって、超音波療法用生成器は超音波療法用変換器を駆動して、初期圧力波形を組織内
へと供給して組織内に少なくとも１つの気泡を生成するように構成され、超音波療法用生
成器は更に、超音波療法用変換器を駆動して、第１の散乱圧力波形を初期圧力波形から５
μｓから２００μｓ以内に少なくとも１つの気泡内に供給して少なくとも１つの気泡の近
傍にキャビテーション核を生成するように構成された超音波療法用生成器と、を備える超
音波療法システムが提供される。
【００２２】
　[00028]いくつかの実施形態において、第１の散乱パルスの圧力波高値は少なくとも１
つの気泡の近傍にキャビテーション核を生成するのに十分な圧力振幅である。
　[00029]他の実施形態において、超音波療法用生成器は更に、超音波療法用変換器を駆
動して、第１の散乱圧力波形の後に、少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーション核
を生成するために、少なくとも１つの追加的な散乱パルスを供給するように構成される。
【００２３】
　[00030]一実施形態において、超音波療法用生成器は、初期及び散乱圧力波形を始動す
るために複雑な波形を生成するように構成された制御器と、制御器と結合された高電圧電
源と、制御器及び高電圧電源から複雑な波形を受け取り、増幅するように構成された増幅
器と、超音波療法用変換器のインピーダンスを増幅器とマッチングさせるように構成され
たマッチングネットワークとを更に備える。
【００２４】
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　[00031]超音波エネルギーによって組織を治療する方法であって、超音波エネルギーに
よって、組織内に少なくとも１つの気泡を生成するステップと、衝撃焦点圧力波形を少な
くとも１つの気泡に衝突させるステップと、少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーシ
ョン核を形成するステップと、を備える方法が提供される。
【００２５】
　[00032]一実施形態において、衝突させるステップは、少なくとも１つの気泡の寿命期
間の間に実行される。
　[00033]別の実施形態において、衝突させるステップは、生成するステップから５μｓ
から２００μｓ以内に実行される。
【００２６】
　[00034]代替的な実施形態において、キャビテーション核を形成するステップは、衝撃
焦点圧力波形と少なくとも１つの気泡との間の衝撃散乱メカニズムによって達成される。
　[00035]本発明の新規な特徴は、以下の特許請求の範囲に詳細に述べられている。本発
明の特徴及び利点は、本発明の原理が利用される例示的な実施形態について述べる以下の
詳細な説明及び添付の図面を参照することによってより良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】[00036]一実施形態による、超音波療法用変換器を示す図である。
【図２】[00037]図２ａは水中における気泡雲生成開始の図である。図２ｂは水中におけ
る気泡雲生成開始の図である。図２ｃは水中における気泡雲生成開始の図である。
【図３】[00038]一実施形態による焦点圧力波形を示す図である。
【図４】[00039]図４ａは衝撃散乱を示す概念図である。図４ｂは衝撃散乱を示す概念図
である。図４ｃは衝撃散乱を示す概念図である。図４ｄは衝撃散乱を示す概念図である。
図４ｅは衝撃散乱を示す概念図である。
【図５ａ】[00040]組織に超音波を供給するための初期圧力波形及び散乱圧力波形を含む
パルスシーケンスの実施形態を示す図である。
【図５ｂ】組織に超音波を供給するための初期圧力波形及び散乱圧力波形を含むパルスシ
ーケンスの他の実施形態を示す図である。
【図５ｃ】組織に超音波を供給するための初期圧力波形及び散乱圧力波形を含むパルスシ
ーケンスの他の実施形態を示す図である。
【図６】[00041]キャビテーションによって組織を治療するための好適なシーケンスを供
給するように構成されたシステムの図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
キャビテーションの生成
　[00042]好適な実施形態の開発のための重要な背景情報を提供するキャビテーション核
及び気泡雲形成のいくつかの原理が本明細書において開示される。キャビテーション核は
、組織への低圧力の供給の結果として形成される個々の気泡である。気泡雲は、変換器の
焦点又はその近傍に生じるキャビテーション核の密な群れからなる。キャビテーション核
（気泡雲）の形成は、双方ともにヒストトリプシ療法の鍵となる要素である。
【００２９】
　[00043]キャビテーション核の形成の可能性
　[00044]キャビテーション核は、少なくとも１つのキャビテーション核（気泡）を生じ
させるのに必要な圧力レベルに近い又は超えるピーク負（ピーク希薄）圧を組織が受ける
と、組織内に形成され得る。このレベルは可変であり、組織の特性（構造及び組成、溶解
ガス含有量、及び不純物の存在）、変換器の形状（焦点距離及びｆナンバー）及びシーケ
ンス方式（ＰＲＦ；周期数（サイクル数））などの複数の要素に依存することに留意され
たい。１つの音響パルスから形成されるキャビテーション核の数は、達成されたピーク負
圧と直接的な関係があるものと思われている。
【００３０】
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　[00045]キャビテーションの経時変化
　[00046]キャビテーション核は最大サイズまで成長し、次いで崩壊する。気泡の生成開
始、成長、次いで崩壊というプロセスのキャビテーションの経時変化は媒体（すなわち、
組織の種類）に依存する。液体に対するキャビテーションの経時変化は、ゼラチン及び柔
軟な組織内での経時的変化よりも時間がかかる。表１は、キャビテーションの生成開始、
成長及び崩壊の時間を水中とゼラチン中とで比較したものである。図２ａ～図２ｃは、典
型的なキャビテーションの経時変化を示した図である。図２ａは、組織、水又はゼラチン
といった媒体内でのキャビテーション２０８の生成開始を示す。図２ｂはキャビテーショ
ン２０８の最大サイズまでの成長を図示し、そこではキャビテーション気泡が焦点領域内
でひとまとまりになる。図２ｃはキャビテーション２０８の崩壊を示し、そこではほとん
ど全てのキャビテーション気泡が崩壊し消滅している。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　[00047]音響衝撃及び気泡雲形成のための衝撃散乱メカニズム
　[00048]音響波形が媒体中を移動するとき、正の（圧縮）半周期は負の（希薄）半周期
よりも速く移動する。この効果により、圧力波形は非線形になり、圧力波形の正の半周期
と負の半周期との間での急激な移行を生じさせる。この移行の傾きが増すにつれて正の半
周期の圧力振幅は増大し、圧力波形はより非線形に又は「衝撃を受ける」ようになると言
われている。これは、衝撃焦点圧力波形と称され得る。非線形性のレベルは圧力波形の圧
力振幅及び媒体内を伝播する距離に依存する。図３は、正の半周期及び負の半周期を伴う
衝撃焦点圧力波形の例を図示する。衝撃焦点圧力波形は複数の正及び負の半周期を含み得
ることを理解されたい。
【００３３】
　[00049]本開示によれば、キャビテーション核は、衝撃散乱の結果として組織内に形成
され得る。衝撃散乱は、音響波形の衝撃正圧半周期が既存の気泡によって反射又は散乱さ
れ、続いて衝撃正圧半周期が音響波形の入射した負圧半周期と加法的に結合するように反
転されたときに起こる。この生成された結合した新たな負圧半周期が十分に大きければ（
すなわち、対象となる組織又は媒体に固有の閾値よりも大きい、例えば、５ＭＰａピーク
負圧よりも大きい）、追加的なキャビテーション核が任意の既存の核の近傍に生じる。こ
のプロセスは、結合した新たな負圧半周期の圧力が、新たなキャビテーション核を生じさ
せるのに不十分になるまで繰り返される。
【００３４】
　[00050]図４ａ～４ｅは、ヒストトリプシ療法の衝撃散乱方法を示す概念図である。上
側のフレームは既存の気泡４０８及び衝撃正圧半周期４１０を図示し、下側のフレームは
超音波パルス圧力分布４１２を図示する（水平線４１４は圧力振幅ゼロを示す）。既存の
気泡４０８は、上述したように初期パルス又はシーケンスによって形成され得る。次いで
、衝撃散乱方法の一実施形態に従って、衝撃圧力波形は、気泡の寿命期間の間に、気泡４
０８に向かって送出され得る。
【００３５】
　[00051]図４ａ～４ｅにおいて、入射した衝撃圧力波形４１２は、矢印４１６によって
示されるように、既存の気泡４０８に向かって左から右に伝播する。入射した衝撃圧力波
形は、気泡の寿命期間の間に、気泡に向かって及びその内部へと供給され得、入射した衝
撃圧力波形は気泡と干渉し合う。図４ａにおいて、上述したように組織内に既に生成され
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た単一の既存の気泡４０８が図示される。図４ｂに図示されるように、入射した衝撃圧力
波形の初期負圧半周期によって、この気泡のサイズは増大する。図４ｃにおいて、入射し
た衝撃圧力波形４１２の衝撃正圧半周期４１０は気泡４０８と衝突し、正圧半周期は散乱
し始める。散乱された衝撃正圧半周期は反転し、入射した衝撃圧力波形４１２の衝撃負圧
半周期４１３と建設的に干渉して、気泡４０８の近傍又は背後に追加的なキャビテーショ
ン核４２０を生成する一過性の、大きな振幅の負圧半周期４１８（図４ｃ～図４ｅにおい
て円形の破線４１８として示される）を生じさせる。負圧半周期４１８は、矢印４２２に
よって示されるように右から左へと伝播する。図４ｅに図示されるように、負圧半周期４
１８がキャビテーション核の形成のための閾値よりも小さくなるまで、追加的なキャビテ
ーション核４２０が衝撃正圧波形４１０の反対方向に生じる。このプロセスは、既存の気
泡４０８及び追加的なキャビテーション核４２０に向かって及びその内部へ送出される連
続的な衝撃圧力波形によって繰り返し行われ得る。
【００３６】
　[00052]この衝撃散乱方法によって形成されるキャビテーション核は、療法用変換器に
向かって成長する傾向にあり、その範囲はパルス（波形）の高圧力周期数（高圧力サイク
ル数）及びパルス繰返し周波数（ＰＲＦ）に依存する。衝撃波形の周期数（サイクル数）
を最小化すること又はシーケンスＰＲＦを減少することは、気泡雲の長さの減少及び時間
平均強度の減少従って熱投与量減少のための効果的な方法である。
【００３７】
　[00053]衝撃散乱を使用した向上した気泡雲形成
　[00054]本開示において説明される好適なヒストトリプシ励起シーケンスの鍵となる要
素は、（１）初期パルス又は初期圧力波形と称され、組織内に少なくとも１つの気泡を形
成するように構成された、シーケンスの第１のパルス、（２）散乱パルス又は散乱圧力波
形と称され、衝撃散乱によって少なくとも１つの気泡の近傍にキャビテーション核を生成
するように構成された、シーケンスの第２のパルス、及び（３）初期パルスと散乱パルス
との間の特定の遅延時間、である。
【００３８】
　[00055]これらのパルスのための主要パラメータは、対象となる組織内に少なくとも１
つの気泡を生成するように初期パルスが構成されなければならない。これは、上述のよう
に、従来のヒストトリプシ初期パルス、又は沸騰によって組織内に気泡形成を誘起可能な
ＨＩＦＵ又は沸騰ヒストトリプシなどの他の超音波技術によって達成可能である。散乱パ
ルスは、キャビテーション核の衝撃散乱形成に十分な高い圧力波高値を有さなければなら
ない。いくつかの実施形態において、これらのパルスの間の遅延時間は５μｓから２００
μｓの範囲であり得る。別の実施形態において、これらのパルスの間の遅延時間は５μｓ
から４０ｍｓの範囲であり得る。別の実施形態において、これらのパルスの間の遅延時間
は５μｓから１ｓの範囲であり得る。
【００３９】
　[00056]別の実施形態において、初期パルスにおいて使用される圧力振幅及び／又は周
期数（サイクル数）は、増加又は減少され得る。初期パルスにおける圧力振幅及び／又は
周期数を増加すると、組織内にキャビテーションを生じさせる可能性を高めることができ
る。しかしながら、これはまた、組織に供給される時間平均強度及び熱投与量、並びに気
泡雲の範囲を増加させる恐れがある。初期パルスの圧力振幅及び／又は周期数を減少する
と、シーケンスの強度及び熱投与量は減少するが、キャビテーションを生成及び／又は維
持するシーケンスの能力を制限する恐れがある。
【００４０】
　[00057]別の実施形態において、散乱パルスにおいて使用される圧力振幅及び／又は周
期数は、増加又は減少され得る。散乱パルスにおける圧力振幅及び／又は周期数を増加す
ると、組織内にキャビテーションを生じさせる可能性を高めることができる。しかしなが
ら、これはまた、組織に供給される時間平均強度及び組織に供給される熱投与量、並びに
気泡雲の範囲を増加させる恐れがある。散乱パルスの圧力振幅及び／又は周期数を減少す
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ると、シーケンスの強度及び熱投与量は減少するが、キャビテーションを生成及び／又は
維持するシーケンスの能力を制限する恐れがある。
【００４１】
　[00058]シーケンスＰＲＦは、時間平均強度及びその結果としての熱投与量が安全限界
内に保たれることを想定すると、５０００Ｈｚ程度でよい。好適な範囲は治療される組織
に依存する。より高いＰＲＦは、より高密度で繊維性の組織に対して推奨され、低いＰＲ
Ｆは、より低密度の組織に対して及びより繊維性が高く多くの場合重要な組織の保護のた
めに推奨される。ヒストトリプシによって組織をその剛性に基づいて選択的に治療するこ
とは、シーケンス展開の有望な設計、性能考察であり得る。
【００４２】
　[00059]いくつかの実施形態において、シーケンスＰＲＦを減少させることなくシーケ
ンスの強度及び熱投与量を減少するために、（初期パルスの圧力振幅及び／又は周期数と
比べて）より小さな圧力振幅及び／又は周期数を有する追加的な散乱パルスが適用され得
る。
【００４３】
　[00060]図５ａ～５ｃは、ヒストトリプシ療法の衝撃散乱方法の間に組織内にキャビテ
ーションを生成し維持するために使用され得るヒストトリプシの初期及び散乱パルスシー
ケンス３つの異なる実施形態を示す。図５ａにおいて、組織内に少なくとも１つの気泡を
形成するように構成された圧力波形を備える初期パルス５２４ａは、組織内に送出され得
る。特定の遅延時間が経過した後に、散乱パルス５２６ａが、組織内の、初期パルス５２
４ａによって形成された少なくとも１つの気泡に向かって及びその内部へ送出され得る。
いくつかの実施形態において、これらのパルスの間の特定の遅延時間は５μｓから２００
μｓの範囲であり得る。別の実施形態において、これらのパルスの間の遅延時間は５μｓ
から４０ｍｓの範囲であり得る。別の実施形態において、これらのパルスの間の遅延時間
は５μｓから１ｓの範囲であり得る。組織内を移動するにつれて、散乱パルス５２６ａは
衝撃焦点圧力波形となり、散乱パルスの少なくとも１つの衝撃正圧半周期が少なくとも１
つの気泡に衝突し、少なくとも１つの気泡によって散乱される。散乱パルスの衝撃正圧半
周期は反転し、散乱パルスの衝撃負圧半周期と建設的に干渉して、初期パルスによって生
成された少なくとも１つの気泡の背後に追加的なキャビテーション核を生成する、一過性
の、大きな振幅の負圧半周期を生じさせる。これらの初期及び散乱パルスのパルスシーケ
ンスペアは、図５ａに図示されるように（パルスペア５２４ｂ／５２６ｂ、５２４ｃ／５
２６ｃ、５２４ｄ／５２６ｄ、・・・、５２４ｎ／５２６ｎ）、結果として生じたキャビ
テーションから組織内に所望の切除効果を達成するために繰り返され得る。本実施形態に
おいて、初期及び散乱パルスの双方の圧力振幅及び／又は周期数は同一又は略同一でよい
。
【００４４】
　[00061]図５ｂは、散乱パルス５２４ａ～５２４ｎの圧力振幅が対応する初期パルスの
圧力振幅よりも小さいことを除いては図５ａの実施形態と同様の、別の実施形態を図示す
る。衝撃の原理によって、ピーク正波は、ピーク負波と比べて増幅され、従って、反射及
び反転された正波によって必要とされる負圧を依然として供給しつつも、散乱パルスを生
じさせるために使用される圧力振幅は減少され得る。この実施形態は、図５ａの実施形態
よりも、より効率的であり、組織内に供給されるエネルギー投与量はより少ない。しかし
ながら、別の実施形態において、散乱パルスの圧力振幅は対応する初期パルスの圧力振幅
よりも大きくてもよい。
【００４５】
　[00062]図５ｃは、図５ａ及び図５ｂの実施形態の変形である、別の実施形態を示す。
この実施形態においては、初期パルス５２４ａの後に、特定の遅延時間の後に、散乱パル
ス５２６ａが続くが、図５ａのようにその後に別の初期／散乱パルスのペアが続く代わり
に、散乱パルス５２６ａの後に、第２の遅延時間の後に、別の散乱パルス５２６ｂが続く
。気泡雲の効果を維持し（例えばパルス５２６ｃ、５２６ｄ）、結果として生じたキャビ
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テーションから組織内に所望の切除効果を達成するために、適切な遅延時間の後に、複数
の散乱パルスが組織内に供給され得る。散乱パルスの圧力振幅は、初期パルスの圧力振幅
よりも小さくても、それと等しくても、又はそれよりも大きくてもよい。いくつかの実施
形態において、後続の散乱圧力波形のための遅延時間は、第１の散乱圧のために使用され
た遅延時間とは異なってよい。例えば、第１の散乱圧力波形は、初期圧力波形から５μｓ
から２００μｓ以内に供給されてよいが、後続の散乱圧力波形は、５μｓから２００μｓ
、５μｓから４０ｍｓ、又は５μｓから１ｓ以内に供給されてよい。キャビテーションが
組織内に再生成される必要がある場合は、図５ｃの５２４ｎ／５２６ｎによって図示され
るように、シーケンスは別の初期／散乱パルスペアによって再度開始されてよい。図５ｂ
の実施形態と同様に、この実施形態もまた、より小さな圧力振幅の散乱パルスを使用する
が、使用する初期パルスはより少ない。この実施形態の結果として、図５ａ～図５ｃの実
施形態の中で組織へのエネルギー投与量は最も少なくなる。この方式は、従来のヒストト
リプシシーケンスと比べて、投与量を著しく低減（例えば、５０％ほども）する可能性を
有する。
【００４６】
　[00063]気泡雲がひとたび確立されたときの初期パルスの振幅の減少又は消滅
　[00064]初期／散乱ペアの目的は、衝撃散乱によって組織内にキャビテーションを生成
することである。気泡雲がひとたび生成されたとき、焦点が移動されないならば、気泡雲
の効果を維持するために初期パルスはもはや必要とされなくてよい。この場合、システム
は、まず初期／散乱ペアによって気泡雲を生じさせ、その後に、焦点が移動するまで、（
初期パルスの圧力振幅と比べて）より小さい圧力振幅の散乱パルスが続くように設計され
てよい。この点において、プロセスは繰り返される。
【００４７】
　[00065]シーケンス展開を可能にするシステムソフトウェア及びハードウェアの設計
　[00066]ヒストトリプシシステム及び生成器は、本明細書で説明される超音波パルスシ
ーケンスをサポートするために非常に複雑な波形を生成するように構成される。システム
６００の単純化されたブロック図が図６に示される。システムの主要な構成要素は、コン
ピュータ／制御器６０２、ＵＳＢ－シリアルコンバータ６０４、マイクロコントローラ６
０６、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）６０８、高電圧制御器及び電
源６１０、増幅器６１２、及び療法用変換器６１４、である。
【００４８】
　[00067]生成器の全ての制御は、コンピュータ／制御器６０２（例えば、標準的なＰＣ
）上で動作可能で、ＵＳＢシリアル通信６０４を介して生成器と通信可能な「ヒストトリ
プシサービスツール」ソフトウェアを使用して確立され得る。
【００４９】
　[00068]システム６００は、複数組の異なる駆動パラメータを受信し、それらをループ
するように構成され、全てのパラメータ（ＰＲＦ，電圧振幅、周期数、セット当たりのパ
ルス数、周波数、変換器の使用可能なエレメントチャンネル（ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ｅ
ｌｅｍｅｎｔ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ｅｎａｂｌｅｄ）、及び遅延時間）を生成されるパル
ス毎に異なって設定可能な、広範囲のカスタムシーケンスを生じさせる機能をユーザに提
供する。パルス間の遅延時間は、パラメータセットのＰＲＦによって、又はパルス当たり
の周期数としてゼロを指定することによって指定され得る。
【００５０】
　[00069]全体的な電圧振幅制御のために、高電圧レベルはマイクロコントローラ６０６
及び高電圧制御器６１０を通じて適宜変更される。この方法は、高電圧ライン上の全ての
蓄電器が放電するまでに時間がかかりすぎるため、２つのパルス間での動的な電圧振幅変
更には使用できない。パルス間での動的な電圧振幅変更には、所望のパルス電圧及びその
結果としての圧力振幅を生成するためにパルスのデューティサイクルが変調されるＦＰＧ
Ａ６０８においてＰＷＭ（パルス幅変調）が使用される。
【００５１】
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　[00070]ヒストトリプシサービスツール
　[00071]ヒストトリプシサービスツールは任意のＰＣ上で動作するアプリケーションで
あり、システムを制御するために使用される。ヒストトリプシサービスツールは、療法の
開始／停止、高電圧レベルと療法パラメータ（ＰＲＦ，周期数、デューティレシオ、使用
可能なチャンネル、遅延など）の設定と読み取り、及び他のサービス及びメンテナンスに
関連する項目の設定と読み取りが可能である。
【００５２】
　[00072]ＵＳＢ－シリアルコンバータ
　[00073]ＵＳＢ－シリアルコンバータ６０４は、マイクロコントローラ６０６と通信す
るために、ＵＳＢ接続をシリアルに変換する。
【００５３】
　[00074]マイクロコントローラ
　[00075]マイクロコントローラ６０６は、コンピュータ／制御器６０２（ヒストトリプ
シサービスツール）と通信し、動作パラメータの設定／読み取り、療法の開始／停止など
を行う。マイクロコントローラ６０６は全てのパラメータを保存するために内部のフラッ
シュメモリを使用できる。マイクロコントローラは、複雑なパルスを生成するために必要
なＦＰＧＡ６０８の全ての駆動パラメータと通信する。マイクロコントローラはまた、シ
リアル通信を使用して高電圧制御器及び電源６１０とも通信し、駆動電圧の適切なレベル
の設定／読み取りを行う。
【００５４】
　[00076]ＦＰＧＡ
　[00077]ＦＰＧＡ６０８はマイクロコントローラ６０６から情報を受信し、増幅器６１
２を駆動するために必要な複雑なパルスシーケンスを生成する。パルスの速度は１０ｎｓ
刻みで計測されることが不可欠であるので、ＦＰＧＡは１００ＭＨｚのクロックで動作可
能である。
【００５５】
　[00078]高電圧制御器及び電源
　[00079]高電圧制御器及び電源６１０は、増幅器の出力において適切な電圧振幅レベル
を得るために増幅器回路に供給される必要のあるＤＣ電圧のレベルに関する命令を、マイ
クロコントローラ６０６から受け取る。
【００５６】
　[00080]増幅器
　[00081]増幅器６１２はＦＰＧＡによって生成されたパルスを受け取り、高電圧制御器
及び電源から高電圧を供給される。増幅器６１２は、療法用変換器のインピーダンスを増
幅器のインピーダンスに適切にマッチングさせるマッチングネットワーク部材を通じて療
法用変換器６１４に供給される高電圧振幅パルスを生成する。高電圧振幅パルスの生成中
にピーク電流要求に応えるために十分なエネルギーを保存可能な多数の蓄電器を使用する
ことが必要である。
【００５７】
　[00082]「発明を実施するための形態」において記載されるデータ構造及びコードは、
典型的にはコンピュータ可読記憶媒体に記憶され、この媒体はコンピュータシステムによ
る使用のためにコード及び／又はデータを記憶可能な任意の装置又は媒体でよい。コンピ
ュータ可読記憶媒体は、揮発性メモリ、又は不揮発性メモリ、又はディスクドライブ若し
くは磁気テープ若しくはＣＤ（コンパクトディスク）若しくはＤＶＤ（デジタル多用途デ
ィスクあるいはデジタルビデオディスク）等の磁気及び光記憶装置、又は既知の若しくは
後に開発されるコンピュータ可読記憶媒体を記憶することができる他の媒体を含むが、こ
れらに限定されるものではない。
【００５８】
　[00083]「発明を実施するための形態」セクションに記載された方法及び処理は、上述
したようなコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得るコード及び／又はデータとして具現
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ード及び／又はデータを読み取り、実行するとき、コンピュータシステムは、データ構造
及びコードとして具現化され、コンピュータ可読記憶媒体内に記憶された方法及び処理を
実行する。
【００５９】
　[00084]更に、上述の方法及びプロセスは、ハードウェアモジュールに含まれ得る。例
えば、ハードウェアモジュールは、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）チップ、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、及び既知の又は後に開発される他のプログ
ラム可能論理装置を含み得るが、これらに限定されるものではない。ハードウェアモジュ
ールは起動されると、ハードウェアモジュールはハードウェアモジュール内部に含まれる
方法及びプロセスを実施する。
【００６０】
　[00085]本明細書に含まれる実例及び例証は、例示を目的とし制限を目的とすることな
く、主題が実施され得る特定の実施形態を示す。前述のとおり、構造的及び論理的な置換
及び変更が本開示の範囲から逸脱することなくなされ得るように他の実施形態が利用可能
でありかつ導出できる。本発明に関する主題のそのような実施形態は、もしも実際上２つ
以上が開示されている場合、単に利便性のため、本出願の範囲をいかなる単一の発明又は
発明の概念にも自発的に制限することを意図することなく、本明細書において、個別に又
は一括して「発明」という用語によって称され得る。従って、本明細書において特定の実
施形態が図示され説明されたが、同様の目的を達成すると予想される任意の構成が、示さ
れている特定の実施形態に置換され得る。本開示は、様々な実施形態の任意の及び全ての
適応型又は変型にも及ぶものと意図される。上述の実施形態及び本明細書において具体的
に説明されていない他の実施形態の組み合わせは、上記の説明を精査することによって当
業者には明らかになるであろう。
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