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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物質が被験対象の体表に存在する皮膚（１０８）を容易に通過できるようにするための
装置（４００，７００）であって、以下の：
　該皮膚（１０８）に面したフレーム（４１０，７１０）の下側に対して突出する皮膚接
触フレーム表面（４２２，７５０）をもつ突出を定めるように形状化された非導電性フレ
ーム（４１０，７１０）；
　該フレーム（４１０，７１０）に結合した電極（４２０）、ここで該電極は、皮膚接触
電極表面（７５２）を定めるように形状化されており、かつ、該電極は、該電極表面（７
５２）が上記フレーム表面（４２２，７５０）を超えて突出するように上記突出を通過す
る；及び
　上記物質が上記皮膚を容易に通過するようにするため、上記電極（４２０）を駆動して
、上記皮膚の表皮角質層の切除を可能にする電流を上記皮膚（１０８）に印加する制御ユ
ニット（１３０）；
　を含み、
　ここで、前記制御ユニット（１３０）が、前記フレーム表面（４２２，７５０）が前記
皮膚（１０８）に接触していない第１の時間（ａ）から、前記フレーム表面（４２２，７
５０）が前記皮膚（１０８）に接触している第２の時間（ｂ）への移行を検出する、前記
装置。
【請求項２】



(2) JP 4638130 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

　前記制御ユニット（１３０）が、前記移行の検出に応答して前記電流のパラメータを変
化させる、請求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項３】
　前記皮膚接触フレーム表面（４２２，７５０）から前記フレーム（４１０，７１０）の
下側までの距離「ａ」が４０～５００μｍである、請求項１に記載の装置（４００，７０
０）。
【請求項４】
　前記皮膚接触フレーム表面（４２２，７５０）から前記フレーム（４１０，７１０）ま
での距離「ａ」が少なくとも１００μｍである、請求項１に記載の装置（４００，７００
）。
【請求項５】
　前記フレーム表面（４２２，７５０）の直径が、前記電極（４２０）が前記フレーム表
面（４２２，７５０）に出会うところでの前記電極（４２０）の直径よりも少なくとも４
０μｍ大きい、請求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項６】
　前記フレーム表面（４２２，７５０）を超えて突出する電極（４２０）部分の長さが、
１００～２００μｍである、請求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項７】
　前記フレーム表面（４２２，７５０）を超えて突出する電極（４２０）部分の長さが、
５０μｍよりも大きい、請求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項８】
　フレーム（４１０，７１０）の下側から電極（４２０）の先端までの距離が４０～５０
０μｍである、請求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項９】
　フレーム（４１０，７１０）の下側から電極の先端（４２０）までの距離が、角質を切
除する間に電極（４２０）の侵入を容易にするために十分な量の力を皮膚（１０８）に加
えることを可能にする、請求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項１０】
　フレーム表面（４２２，７５０）のサイズが、該フレーム表面の皮膚（１０８）への挿
入を阻害する、請求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項１１】
　フレーム表面（４２２，７５０）の少なくとも１部が、電極（４２０）が皮膚（１０８
）内に挿入されるとき該皮膚（１０８）に対して平行になるように形状化されている、請
求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項１２】
　前記フレーム（４１０，７１０）は、該フレーム（４１０，７１０）の下側に対して突
出する少なくとも２つの皮膚接触フレーム表面（４２２，７５０）をもつそれぞれ少なく
とも２つの突出を定めるように形状化されており、ここで該フレームの下側は上記２つの
突出の間に存在し、そして前記装置は、該突出をそれぞれ通過する少なくとも２つの電極
（４２０）を含む、請求項１に記載の装置（４００，７００）。
【請求項１３】
　前記電極（４２０）は、０．３ｍｍ～２ｍｍの最小電極間距離を有する、請求項１２に
記載の装置（４００，７００）。
【請求項１４】
　前記電極（４２０）は、前記皮膚（１０８）に接触する電極（４２０）の先端（ｉ）と
、該電極がそれから突出するところのフレーム（４１０，７１０）の下側の部分（ii）と
の間の総距離の１００％～５００％の最小電極間距離を有する、請求項１２に記載の装置
（４００，７００）。
【請求項１５】
　前記電極（４２０）の先端（４２４）は、前記皮膚接触フレーム表面（４２２，７５０
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）により階段を定める、請求項１２に記載の装置（４００，７００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、薬剤供給と分析物抽出のための方法と装置に関するものであり
、さらに詳細には、生体の皮膚の外側層に孔を開ける方法と装置、および皮膚を通じた薬
剤供給と分析物抽出のための方法と装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚を通じて薬剤供給および／または分析物抽出を行なうための多数の異なった方法が
開発されている。その中には、薬剤または分析物を皮膚パッチと皮膚の間で受動的に拡散
させる方法や、イオン導入法、超音波導入法、電気穿孔法、拡散を化学的に促進する方法
などの能動的方法がある。これらの方法は、主として、小さな分子の経皮移動を起こさせ
るのに使用されているが、一般に、皮膚の最外層である10～50μｍという厚い表皮角質層
を大きな分子が通過するのが促進されることはない。
【０００３】
　Henryらは、「皮膚を通じて薬剤を供給するためのマイクロマシン化した針」（IEEEの
第11回マイクロ-エレクトロ-メカニカル・システムに関する国際ワークショップ、1998年
、494－498ページ）という論文において、テストする薬剤が皮膚を通過する割合を増大さ
せるために微小な針を用いて機械的に皮膚に孔を開ける方法を論じている（なおこの論文
の内容は、この明細書に参考として組み込まれているものとする）。この論文には、シリ
コン中に針のアレイをエッチングで形成する微小製造技術と、この針のアレイを用いて死
んだ皮膚に対して行なった実験により、皮膚の穿孔後に透過率が増大することが示された
ことが記載されている。針は所定の長さにし、位置によって異なる角質層の厚さとは関係
なく、皮膚の表面からその針と同じ深さまで侵入させる。針がその位置の角質層の厚さよ
りも長い場合にはその下にある表皮組織が傷つく可能性があるし、針が短すぎる場合には
角質層を貫通するチャネルの形成が不完全になる可能性がある。
【０００４】
　Jacquesらに付与されたアメリカ合衆国特許第4,775,361号と、Tankovichに付与された
アメリカ合衆国特許第5,165,418号と、Tankovichらに付与されたアメリカ合衆国特許第5,
423,803号と、EppsteinらのPCT公開公報WO 97/07734には、レーザー・パルスを用いて角
質層を局所的に約120℃に加熱することで局所的な切除を行ない、大きな分子が通過でき
る単一の孔を角質層に作る方法が記載されている（これら特許文献の内容は、この明細書
に参考として組み込まれているものとする）。レーザー・パルスの波長を変えることによ
って切除の深度をある程度は選択できるが、フィードバック・メカニズムは記載されてい
ない。そのため、必然的に生じるダメージが角質層に発生したときにレーザー・パルスを
停止する。
【０００５】
　PCT公開公報WO 97/07734には、角質層に接触させる電気抵抗素子を用いて熱により角質
層を切除する方法も記載されている。この方法では、この素子に大きな電流を流すと、こ
の素子の近傍にある組織、中でも角質層が全体として加熱される。上記特許文献の場合と
同様、角質層が十分に破壊されたときに電流を止める手段が開示されていない。さらに、
皮膚の熱特性は、一人の人の皮膚の異なる領域で大きく異なるだけでなく被験対象間でも
大きく異なる。そのため、痛みを発生させることなく望む切除を行なうのに最適な加熱量
を決めるのは非常に難しい。
【０００６】
　従来技術では、電場を印加することによってポアのサイズを大きくする方法として、電
気穿孔法も知られている。この方法は、Chizmadzhevらの「中間程度の電圧における皮膚
の電気的特性」という名称の論文（Biophysics Journal、1998年2月、第74巻（2）、843
－856ページ）に記載されている（この論文の内容は、この明細書に参考として組み込ま



(4) JP 4638130 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

れているものとする）。電気穿孔法は、存在しているポアのサイズを大きくするため、電
場を印加することによって角質層の電気抵抗を一時的に低下させ、小分子が皮膚を通過す
る流れを増大させる手段として知られている。一般に、電気穿孔法では、大きな分子が通
過できるほど大きな直径のポアはできない。さらに、最適な電圧プロファイルを決めるこ
とが難しい。というのも、上記の自然に起こる変化があり、ポアが望む大きさになったこ
とを示す正確なフィードバック・メカニズムが欠けているからである。過大な電圧が印加
された場合、不可逆的な破壊が起こって皮膚にダメージが発生する結果、痛みの感覚を訴
えることがある。
【０００７】
　Weaverらに付与されたアメリカ合衆国特許第5,019,034号には、高電圧で持続時間の短
い電気パルスを皮膚に印加して電気穿孔を行なうための装置が記載されている（この特許
文献の内容は、この明細書に参考として組み込まれているものとする）。この特許には、
「…可逆的な電気的破壊…と皮膚透過性の増大が、電気穿孔の特徴的な効果である」と述
べられている。
【０００８】
　Eppsteinらに付与されたアメリカ合衆国特許第5,885,211号、第6,022,316号、第6,142,
939号、第6,173,202号には、組織に束縛されている水を、加熱素子を用いて気化温度より
も高い温度に加熱することによって角質層にマイクロポアを形成し、分析物または活性物
質の経皮輸送を増大させる方法が記載されている（これら特許文献の内容は、この明細書
に参考として組み込まれているものとする）。経皮輸送をさらに増大させる方法としては
、音波エネルギー、圧力、化学的エンハンサーを利用する方法などがある。
【０００９】
　Gerstelらに付与されたアメリカ合衆国特許第3,964,482号、Zuckに付与されたアメリカ
合衆国特許第6,050,988号、Trautmanらに付与されたアメリカ合衆国特許第6,083,196号に
は、物質の経皮移動を容易にするための別の装置と方法が記載されている（これら特許の
内容は、この明細書に参考として組み込まれているものとする）。
【００１０】
　Avrahamiに付与されたアメリカ合衆国特許第6,148,232号には、被験対象の皮膚の各地
点に電極を付着させて2つ以上の電極の間に電気エネルギーを加えることで抵抗による熱
を発生させ、主として各地点に挟まれた中間領域で角質層を切除するための装置が記載さ
れている。角質層だけが切除されるにようにするためのさまざまな技術が記載されている
。例えば、電極を互いに離し、隣接した電極間における皮膚の電気抵抗をモニターすると
いう技術である。
【００１１】
　電気外科術は、今日の外科手術の際に一般に用いられている。特に、解剖している組織
への直接的なアクセス法が限られている内視鏡手術や腹腔鏡手術において用いられる。電
気外科術には、組織を切断したりホメオスタシスを達成したりするのに用いる電極にラジ
オ周波数の電流を印加する操作が含まれる。「フォース2電気外科用発電機の操作マニュ
アル」（ヴァレーラブ／チコ・ヘルスケア・グループLP社、ボルダー、コロラド州）とい
うタイトルの出版物には、電気外科装置の動作モードが記載されている（この出版物の内
容は、この明細書に参考として組み込まれているものとする）。
【００１２】
　電気外科術によって3つの外科的効果が達成される。比較的小さなパワーの設定では、
高周波数と組織の電気的抵抗のため、組織を通過する電流によって組織が加熱される。組
織が加熱されていくにつれ組織内の水が追い出され、組織が乾燥する。より大きなレベル
のパワーでは、組織内の水が細胞から出る前に蒸発し、細胞が破裂する可能性がある。電
極を新しい組織に接触させると、新しい組織が破裂する。その結果として電気外科術によ
る切断が実現する。あるいは、小さなスパークがギャップを飛び越え、細胞を破裂させた
り、切除したりしている可能性がある。電流密度が極めて大きいため、短いスパークで特
に効果的な切断がなされる。
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【００１３】
　電気外科術による切断で用いられるのと同じ平均電力だが、ピーク電圧がより大きな値
である電力を間欠的に印加すると、細胞を破裂させることなく電極近傍の組織を乾燥させ
ることができる。水が細胞から出ていくにつれ細胞の抵抗が大きくなり、最終的に組織の
抵抗は、組織と電極を取り囲んでいる媒体の抵抗よりも大きくなる。ピーク電圧が十分に
大きいと、電極と（起こった乾燥化が最少である）周囲の組織の間に長いスパークが発生
する。スパークは、組織の炭化と焼灼を起こす。その程度は、スパークを組織に当てる時
間の長さによって決まる。
【００１４】
　Eggersらに付与されたアメリカ合衆国特許第6,159,194号には、皮膚の皺を減らすため
、周囲の皮膚を切除したり分解したりすることなく組織を収縮させるための電気外科術用
の装置と方法が記載されている（この特許の内容は、この明細書に参考として組み込まれ
ているものとする）。
【００１５】
　Gobleらに付与されたアメリカ合衆国特許第6,090,106号には、大きな組織（例えば前立
腺または子宮内膜の組織）を切除するための単極式および二極式の電気外科装置が記載さ
れている（この特許の内容は、この明細書に参考として組み込まれているものとする）。
【００１６】
　Eggersらに付与されたアメリカ合衆国特許第6,066,134号と第6,024,733号には、組織の
望ましくない色素沈着やメラノーマ、あるいはその他の皮膚疾患の治療を目的として皮膚
の外側層を切除するための電気外科用の装置と方法が記載されている（これら特許の内容
は、この明細書に参考として組み込まれているものとする）。
【００１７】
　Rexrothらに付与されたアメリカ合衆国特許第4,943,290号には、非導電性流体を電極の
領域に輸送してこの電極を分離し、周囲の組織が望ましからぬダメージを受けるのを防止
する電気外科装置が記載されている（この特許の内容は、この明細書に参考として組み込
まれているものとする）。
【００１８】
発明のまとめ
　本発明のいくつかある特徴のうちの1つの目的は、活性物質を経皮供給するための改良
された装置と方法を提供することである。
【００１９】
　本発明のいくつかある特徴のうちの別の目的は、分析物を経皮抽出するための改良され
た装置と方法を提供することである。
【００２０】
　本発明のいくつかある特徴のうちのさらに別の目的は、穿孔によって生きた皮膚の角質
層を貫通する狭いチャネルを形成するための改良された装置と方法を提供することである
。
【００２１】
　本発明のいくつかある特徴のうちのさらに別の目的は、チャネルを形成している間に角
質層の下にある皮膚に対して与える刺激感を減らすとともに、ダメージを最少にするため
の改良された装置と方法を提供することである。
【００２２】
　本発明のいくつかある特徴のうちのさらに別の目的は、チャネル形成のタイミングを制
御するための改良された装置と方法を提供することである。
【００２３】
　本発明のいくつかある特徴のうちのさらに別の目的は、ミニチュアの自己充足式装置を
用い、皮膚の穿孔および／または活性物質の経皮供給および／または分析物の経皮抽出を
行なうための改良された装置と方法を提供することである。
【００２４】
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　本発明のいくつかある特徴のうちのさらに別の目的は、標準的な医療用皮膚パッチを用
い、活性物質を経皮供給するための改良された装置と方法を提供することである。
【００２５】
　本発明の好ましい実施態様では、物質の経皮移動を促進するための装置は、（a）被験
対象の皮膚の近傍に少なくとも1つのスパーク発生電極を支持するためのハウジングと、
（b）電極を通じて電流を流し、電極と表皮角質層の間に1つ以上のスパークを発生させる
ための、このハウジングに接続された制御ユニットとを備えていて、角質層に少なくとも
1つのマイクロチャネルを形成することにより、物質の経皮移動を可能にしたり増加させ
たりする。制御ユニットは、スパークの発生を制御し、その結果としてマイクロチャネル
の形成を制御できるようにするため、電極に供給する電気的エネルギーの大きさ、周波数
、持続時間のすべてまたはいずれかを制御するための回路を備えていることが好ましい。
【００２６】
　別の方法として、あるいはこれに加えて、電流を皮膚に印加し、切除が所定の深さに達
するまでスパークを実質的に発生させることなく角質層を切除することができる。この場
合には、望む深さに達したために電流の印加を停止すべきことを示すスパークの発生をフ
ィードバックとして利用することができる。この場合には、望む深さまで角質層を切除す
るが、その深さを超えた切除は行なわないことを容易にするため、電極は、それに合った
形状にすること、および／または導電性ハウジングの中に支持することが好ましい。必要
に応じ、制御ユニットが、スパークの数またはスパークの発生率が閾値を超えていないか
どうかを判定し、それに応答して電流の印加を停止または減少させることができる。
【００２７】
　本明細書の文脈で用いる“マイクロチャネル”という用語は、一般に皮膚の表面から角
質層のすべてまたはかなりの部分を貫通して延びる経路のことを意味する。分子はこの経
路を通じて拡散することができる。マイクロチャネルにより、大きな分子が、電気穿孔に
よって形成したポアを通じて拡散するよりも大きな速度で拡散できることが好ましい。
【００２８】
　本発明の好ましい一実施態様では、十分に大きな電圧を印加した結果として電極と皮膚
の間にスパークが発生することで、このようなマイクロチャネルが形成されると考えられ
ている。イオン導入法や電気穿孔法など、薬剤供給を電気的に促進する従来技術で公知の
多数の方法とは異なり、本発明のこの実施態様によって比較的大きなチャネルを形成する
ことが可能になるため、活性物質の大きな分子でさえ、その分子をイオン化したり分極さ
せたりする必要なしにそのチャネルを素早く通過させることができる。さらに、この特別
な実施態様では、まさに角質層にマイクロチャネルを生成させることが記載されているAv
rahamiに付与された上記のアメリカ合衆国特許第6,148,232号に記載された装置とは異な
り、好ましいことに電気外科術におけるのと同様の方法で非常に限られた領域の角質層を
一般に爆発によって除去するスパークを発生させることにより、角質層にチャネルを生成
させる。しかし用途によっては、Avrahamiの特許に記載された装置および技術のいくつか
を、必要に応じて本発明の好ましい実施態様において使用できるように変更することがで
きる。特に、この明細書に記載したように、Avrahamiの特許に記載されているのと同じパ
ラメータのうちのいくつか（例えば周波数または振幅）を用いて電流を皮膚に印加し、必
ずしもスパークを発生させることなく角質層を切除することができる。
【００２９】
　一般に、表皮角質層（表皮の表面層）は、分子の通過に関し、その下にある表皮組織よ
りも顕著に大きな抵抗を有する。したがって本発明のこれら好ましい実施態様の1つの目
的は、角質層を切除することによって角質層にマイクロチャネルを形成し、物質が通過す
る際のコンダクタンスを大きくするとともに、角質層の下、すなわち神経が分布している
真皮の中に存在する表皮組織に直接的な影響またはダメージを一般に与えないことである
。切除を実質的に神経が分布していない角質層に限定すると、特に従来技術で公知の他の
方法と比較し、本発明のこれら実施態様を利用したときの反応である被験対象の刺激感、
不快感、痛みが減ったりなくなったりすることが期待される。しかし用途によっては、組
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織を角質層を超えた深さまで切除することが望ましい可能性があることに注意されたい。
【００３０】
　本発明による好ましいいくつかの実施態様では、ハウジングが電極アレイ（密な電極で
あることが好ましい）を支持する。これら電極は、ハウジングの下にある皮膚のある領域
に高密度のマイクロチャネルを形成する。制御ユニットおよび／またはそれと関連する回
路が、順番に、あるいは同時に、各電極または電極群の一部を流れる電流を評価して、例
えば（a）印加された電場に応答していつ1つのスパーク、または望む数のスパークが形成
されたか、または（b）いつ皮膚の性質（例えば電気的インピーダンス）が変化したかを
明らかにし、角質層の切除が成功したことを示す。制御ユニットは、それに応答して、電
場の印加を停止する。好ましい一実施態様では、電極と皮膚の間にスパークが形成される
と少なくとも幾分かの角質層が切除されるため、所定数のスパークを発生させることによ
り、切除の程度を制御することが好ましい。別の方法では、皮膚への全電流を制御パラメ
ータとして用いる。さらに別の方法として、あるいはこれに加えて、切除の程度を制御す
るのに、厳密に時間に基づいた制御を利用する（例えば所定の時間にわたって印加される
所定の電圧）。
【００３１】
　本発明によるさらに別の好ましい実施態様では、ハウジングを電極から皮膚へと流れる
電流の帰還路として利用することにより、同心電極対を形成する。ハウジングの導電部分
を帰還路として用いるのは、本発明のこれら実施態様の目的を達成するための好ましい1
つの方法であることが理解できよう。しかし他の用途では、ハウジングに接続された電極
を用いることもできる。ハウジングが皮膚との比較的広い接触面を持っていてハウジング
の近傍にある皮膚での電流密度が比較的小さくなることが好ましい。すると接触面におい
て皮膚が顕著に加熱されたりダメージを受けたりすることがない。逆に、内側電極の近傍
では、一般に、印加された高エネルギーの電場が、角質層の非常に速い加熱と切除を誘導
する。複数の内側電極を、帰還路を規定する1つ以上の他の電極に隣接した状態で設置し
たり、あるいはこれらの電極によって少なくとも一部が取り囲まれた状態で設置したりで
きることに注意されたい。
【００３２】
　一般に、ハウジングに含まれるのは、医薬物質、例えば（a）活性物質（例えばインス
リンまたはジメンヒドリネート）、（b）ワクチン、（c）疾患の診断を助ける物質、（d
）経皮投与に適した実質的に任意の他の医薬品またはそれ以外のタイプの物質である。皮
膚の1つ以上の部位で切除を行なった後、切除されたその部位に物質を能動的または受動
的に供給することが好ましい。用途によっては、活性物質はゲルの形態であり、それを、
装置の製造時に、あるいは場合によっては装置を使用するしばらく前に、電極近傍のハウ
ジングに付着させる。
【００３３】
　別の方法では、この明細書に記載した装置を用いてマイクロチャネルを生成させた後、
その装置を皮膚から取り除き、その後に市販の皮膚パッチを皮膚の表面に置くことで、こ
の皮膚パッチの中への物質の経皮供給、またはこの皮膚パッチからの物質の経皮抽出を促
進する。
【００３４】
　用途によっては、角質層を切除した後のある時点で、皮膚を通じた物質（例えば分析物
や薬剤）の流れを停止することが望ましい。この流れは、角質層の中に誘導形成されたポ
ア群の少なくとも一部を封止する電流（例えばAC成分および／またはDC成分を持つ電流）
を印加することで停止させることが好ましい。例えば印加電流は、場合によっては電気外
科術で公知のパラメータを用い、局所的凝固効果を有するようなものにするとよい。別の
方法として、あるいはこれに加えて、電流によってポア内の物質（天然の体液や外部から
供給した物質）を凝固させることもできる。
【００３５】
　本発明による好ましいいくつかの実施態様では、ある材料を電極と皮膚の間に付着させ
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、電極と皮膚の間に良好な電気的接触が実現することを助ける。この実施態様は、特に、
電極が皮膚と物理的に接触せず、その代わりに角質層を切除するスパークを発生させる場
合に適している。好ましい一用途では、材料が、液体、ゲル、クリーム、使い捨てのフィ
ルムまたはパッチと、必要に応じて経皮輸送のための薬剤などの物質とを含んでいる。
【００３６】
　用途によっては、金属を実質的に含まない電極を用いて角質層を切除する。別の方法で
は、あるいはこれに加えて、薬剤フィルムまたは薬剤コーティングを電極の表面に付着さ
せ、あるいは電極に染み込ませ、電極そのものを多孔性にしたり、あるいは想定した物質
を皮膚を通じて供給できるような別の構成にしたりする。さらに別の方法として、あるい
はこれに加えて、体内に供給する電荷制御物質を電極そのものに組み込み、十分な量の物
質が供給されたときに電極を通じた電流供給を停止させてもよい。
【００３７】
　例えば電極は、プリント回路基板（PCB）にエッチングすること、あるいは電気鋳造す
ることができる。必要な場合には、電極を表面にプリントすることができ、このプリント
された電極には経皮供給する物質を組み込むことが好ましい。別の方法として、あるいは
これに加えて、電極は、薄い金属シートの打ち抜きあるいはレーザー切断によって形成し
、絶縁スペーサの間にサンドイッチ状態にすることができる。
【００３８】
　同様に、本発明の好ましい実施態様により提供される方法を利用すると、ある範囲の分
子（例えば、小分子と、分子量が例えば500ダルトンを超える分子の両方）を容易に経皮
移動させうることが理解されよう。同様に、通常は角質層によって拒否される親水性分子
は、これら実施態様で用いるのに特に適している。従来の薬剤経皮供給技術では親水性で
も疎水性でもない薬剤を見つけねばならないことがしばしばあり、したがってこうした用
途で利用される多くの薬剤の利用可能性がある程度損なわれたことに注意されたい。
【００３９】
　必要に応じ、以下の1つ以上の出願（これらは本発明の出願の譲受人に譲渡されていて
、この明細書に参考として組み込まれている）において説明する方法と装置は、本発明の
いくつかの実施態様による技術とともに使用できるように変更することが可能である。
【００４０】
・2001年4月23日に出願された「経皮薬剤輸送と経皮分析物抽出を行なうための携帯式装
置と方法」という名称のアメリカ合衆国特許出願。
　この出願には、被験対象の体表に存在する皮膚の治療装置であって、
　皮膚と接触するように設置した後、皮膚との電気的接触を維持したまま皮膚を横断して
移動させる複数の電極と；
　電極が皮膚を横断して移動しているとき、上記複数の電極のうちの2つ以上の間に電流
を印加する電源とを備える治療装置が記載されている。
【００４１】
　好ましい一実施態様では、この装置が、皮膚上の電流を印加する領域を明示するために
皮膚に物質を付着させるための物質付着ユニットを備えている。これとは別に、あるいは
これに加えて、この装置は、皮膚上の電流を印加する領域を明示するために皮膚に圧力を
加える1つ以上の突起部材を備えている。
【００４２】
　好ましい一実施態様では、物質付着ユニットは、
　装置が皮膚を横断して移動するにつれて回転するスプールと；
　物質を付着させてある物質付着ストリップを備えている。このストリップは、スプール
の周囲に配置されており、装置が皮膚を横断して移動するにつれてスプールから繰り出さ
れ、皮膚上の電流を印加する部位を覆う。
【００４３】
　この出願には、被験対象の体表に存在する皮膚の治療装置であって、
　皮膚を横断して移動するにつれて回転するローラーと；
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　ローラー表面の上方に配置されていて、ローラーが皮膚を横断して移動するにつれて皮
膚と順番に接触する複数の電極と；
　各電極が皮膚と接触したときにその電極に電流を流す電源を備える治療装置も記載され
ている。
【００４４】
　この出願にはさらに、被験対象の体表に存在する皮膚の治療装置であって、
　ハウジングと；
　ハウジングの表面に配置されていて皮膚と接触することになる複数の電極と；
　ハウジングの運動に応答してセンサー信号を発生させる運動センサーと；
　センサー信号を受信し、それに応答して装置の物理的構成を決定し、決定されたこの物
理的構成に応答して上記複数の電極への電流を制御する制御ユニットを備える治療装置も
記載されている。
【００４５】
　この出願にはさらに、被験対象の体表に存在する皮膚の治療装置であって、
　皮膚と接触して皮膚との電気的接触を確保する複数の受信電極と；
　上記受信電極群を横断して移動し、第1の受信電極と電気的に接触した後、第2の受信電
極と電気的に接触をする駆動電極と；
　駆動電極を駆動し、駆動電極が第1の受信電極と電気的に接触したとき第1の電流を第1
の受信電極に印加し、駆動電極が第2の受信電極と電気的に接触したとき第2の電流を第2
の受信電極に印加する電源を備える治療装置も記載されている。
【００４６】
・本特許出願と同じ日に出願された「経皮薬剤輸送と経皮分析物抽出のための電子カード
」という名称のアメリカ合衆国特許出願。
　この出願には、被験対象の皮膚に物質を供給するための装置であって、
　物質を保管する物質保管ユニットと；
　被験対象の体液の一部を受け取ってそれを分析し、その分析結果に応答して信号を発生
させる分析ユニットと；
　皮膚の各部位に設置される1つ以上の電極と；
　物質保管ユニットからの物質を皮膚の各部位を通じて供給することを容易にするため、
上記信号を受信し、その信号に応答して上記1つ以上の電極のうちの少なくともいくつか
を駆動して皮膚の各部位に対して皮膚の表皮角質層の切除が可能な電流を印加する物質供
給ユニットを備える装置が記載されている。
【００４７】
　好ましい一実施態様では、上記物質供給ユニットは、
　第1の時刻に上記1つ以上の電極のうちの第1の電極を指定し、第1の期間を通じた物質の
望ましい供給速度に対応する電流を印加し、
　第2の時刻に上記1つ以上の電極のうちの第2の電極を指定し、第1の期間とは異なる第2
の期間を通じた物質の望ましい供給速度に対応する電流を印加する。
【００４８】
　これとは別に、あるいはこれに加えて、上記装置は、被験対象の生理学的パラメータを
測定し、それに応答してセンサー信号を発生させるセンサーを備えている。物質供給ユニ
ットは、このセンサー信号に対応する第2の時刻を指定する。このセンサーは、表皮から
の水分損失（TEWL）、皮膚の特性、体温、血圧、心拍数、呼吸数からなるリストの中から
選択した1つの生理学的パラメータを測定する。
【００４９】
　用途によっては、上記1つ以上の電極のうちの少なくとも1つが実質的にDC電流を皮膚に
印加することで、イオン導入法を利用した物質の皮膚通過を促進することが可能になる。
【００５０】
　これとは別に、あるいはこれに加えて、上記装置は、信号を受信し、それに応答して情
報を装置の外部にあるコンピュータに伝送するコミュニケーション・ユニットを備えてい
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る。さらに別の方法として、あるいはこれに加えて、上記装置は、離れたコンピュータか
らの指示を受信するコミュニケーション・ユニットを備えている。物質供給ユニットは、
この指示に応答し、電流のパラメータを変化させる。
【００５１】
　皮膚から被験対象の血液中の分析物を容易に抽出できるようにするため、分析ユニット
は、必要に応じ、上記1つ以上の電極のうちの一部を駆動して皮膚に電流を印加する。別
の方法として、あるいはこれに加えて、分析ユニットは、被験対象の血液、被験対象の尿
、被験対象の唾液のすべてまたはいずれか分析し、それに応答して信号を発生させること
ができる。
【００５２】
・2000年5月7日に出願された、「電気を利用した経皮薬剤注入」という名称のイスラエル
国特許出願第136,008号。
【００５３】
　したがって、本発明の好ましい一実施態様によれば、被験対象の体表に存在する皮膚の
表皮角質層を切除するための装置であって、
　ハウジングと；
　物質を保管するための物質保管ユニットと；
　上記ハウジングに接続された電極と；
　上記保管ユニットからの物質が皮膚の切除された領域を容易に通過するよう、この電極
が皮膚の近傍に来たとき電気エネルギーをこの電極に供給し、そのエネルギーを、角質層
の所定領域の切除が可能な1つ以上のスパークをこの電極と皮膚の間に発生させることの
できる状態にする制御ユニットとを備える装置が提供される。
【００５４】
　さらに、本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚
を容易に通過できるようにするための装置であって、
　電極と；
　皮膚の表面に設置されて、上記電極を皮膚と接触しない状態に保持するハウジングと；
　物質の経皮通過を容易にするため、皮膚の表皮角質層の切除が可能な電気エネルギーを
上記電極に供給する制御ユニットとを備える装置が提供される。
【００５５】
　本発明の好ましい一実施態様では、角質層を切除するため、上記制御ユニットが、電極
と皮膚の間にスパークを発生させることのできる電気エネルギーを供給する。
【００５６】
　これとは別に、あるいはこれに加えて、電極と皮膚の間に容易に電流が流れるようにす
るため、上記装置は、電極と皮膚の間に配置された導電性材料を含んでいる。
【００５７】
　さらに、本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚
を容易に通過できるようにするための装置であって、
　電極と；
　皮膚の表面に設置されて、上記電極を、皮膚と接触するが、皮膚表面によって規定され
る平面を実質的に超えることはない状態に保持するハウジングと；
　物質の経皮通過を容易にするため、上記電極を駆動して皮膚の表皮角質層の切除が可能
な電流を皮膚に印加する制御ユニットとを備える装置が提供される。
【００５８】
　さらに、本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚
を容易に通過できるようにするための装置であって、
　電極と；
　物質の経皮通過を容易にするため、この電極を駆動して皮膚の表皮角質層の切除が可能
な電流を皮膚に印加し、
　この電流の印加に応答して発生する少なくとも1つのスパークを検出し、
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　この少なくとも1つのスパークの発生が検出されたことに応答して電流のパラメータを
変化させる制御ユニットとを備える装置が提供される。
【００５９】
　本発明の好ましい一実施態様では、上記制御ユニットが、上記少なくとも1つのスパー
クの発生が検出されたことに応答して印加電流を停止させる。別の方法として、あるいは
これに加えて、上記制御ユニットが、印加電流に応答して発生したスパークの数が閾値を
超えたかどうかを判定する。さらに別の方法として、あるいはこれに加えて、上記制御ユ
ニットが、印加電流に応答して発生するスパークの発生率が閾値を超えたかどうかを判定
する。
【００６０】
　また、本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚を
容易に通過できるようにするための装置であって、
　第1の断面を有する第1の部分と、第1の断面とは異なる第2の断面を有する第2の部分と
を備え、第1の部分が皮膚と接触するように設置される電極と；
　物質の経皮通過を容易にするため、この電極を駆動して、皮膚の表皮角質層の切除を可
能にする電流を皮膚に印加する制御ユニットとを備える装置も提供される。
【００６１】
　上記制御ユニットは、（a）上記第2の部分が実質的に皮膚と接触しない第1の時間から
（b）上記第2の部分が皮膚と接触する第2の時間への移行を検出することが好ましい。一
般に、上記第2の部分は導電性である。あるいは上記第2の部分は、実質的に非導電性であ
る。さらに別の場合には、上記第2の部分は一部に非導電性材料を含んでいる。
【００６２】
　好ましい一実施態様では、上記第2の断面は、第1の断面の特徴的な直径よりも大きな特
徴的な直径を有する。
【００６３】
　一般に、上記第1の部分が、角質層の切除に応答して皮膚の中に挿入される。
【００６４】
　好ましい一実施態様では、上記制御ユニットが、上記移行の検出に応答して電流のパラ
メータを変化させる。
【００６５】
　用途によっては、上記第2の部分が物質を含んでいる。
【００６６】
　さらに、本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚
を容易に通過できるようにするための装置であって、
　長手方向の電極（ただしこの電極は、
　　この電極の第1の長手方向部位に第1の性質を有する第1の部分と、
　　この電極の第2の長手方向部位に、第1の性質とは異なる第2の性質を有する第2の部分
を備え、この電極は、第1の部分が皮膚と接触するように設置されている）と；
　上記電極を駆動して、皮膚の表皮角質層を切除することのできる電流を皮膚に印加する
制御ユニットとを備える装置が提供される。
【００６７】
　上記制御ユニットは、（a）上記第2の部分が実質的に皮膚と接触しない第1の時間から
（b）上記第2の部分が皮膚と接触する第2の時間への移行を検出することが好ましい。
【００６８】
　好ましい一実施態様では、上記第2の部分が、量が測定された物質を含んでいる。
【００６９】
　上記第1の部分はある電気的性質を持ち、上記第2の部分はこの第1の部分とは異なる電
気的性質を持っている。別の場合には、あるいはこれに加えて、上記第1の部分はある物
性を持ち、上記第2の部分はこの第1の部分とは異なる物性を持っている。
【００７０】
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　上記制御ユニットは、上記移行の検出に応答して電流のパラメータを変化させることが
好ましい。
【００７１】
　さらに、本発明の好ましい一実施態様によれば、被験対象の体表に存在する皮膚を通じ
て物質を容易に供給できるようにするための装置であって、
　物質を含む電極と；
　この電極からの物質を皮膚を通じて容易に供給するため、この電極を駆動して、皮膚の
表皮角質層の切除を可能にする電流を皮膚に印加する制御ユニットとを備える装置が提供
される。
【００７２】
　さらに、本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚
を容易に通過できるようにするための装置であって、
　ハウジングと；
　このハウジングに固定された切除用電極と；
　このハウジングに固定された非切除用電極とを備え、
　上記切除用電極は、物質の経皮通過を容易にするため、表皮角質層の切除を可能にする
電流を、この切除用電極の近傍にある皮膚に印加し、
　上記非切除用電極は、この非切除用電極の近傍にある角質層を実質的に切除することな
く電流の帰還路を提供する装置が提供される。
【００７３】
　上記切除用電極は、少なくとも100個の切除用電極を備え、上記非切除用電極は、少な
くとも3つの非切除用電極を備えることが好ましい。別の場合には、上記非切除用電極が2
つの非切除用電極を備え、上記装置が、これら2つの非切除用電極間の電気的インピーダ
ンスを測定する制御ユニットを備える。
【００７４】
　本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚を容易に
通過できるようにするための装置であって、
　皮膚に付着させる電極と；
　この電極と皮膚が接触したことを検出し、それに応答してセンサー信号を発生させる機
械式センサーと；
　この電極からの物質を皮膚を通じて容易に供給するため、このセンサー信号を受信し、
それに応答して上記電極を駆動して、皮膚の表皮角質層の切除を可能にする電流を皮膚に
印加する制御ユニットとを備える装置も提供される。
【００７５】
　さらに、本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚
を容易に通過できるようにするための装置であって、
　電極と；
　皮膚の表皮角質層を切除してこの電極からの物質を皮膚を通じて容易に供給するため、
この電極を駆動して一連のバーストを皮膚に印加する制御ユニットとを備える装置が提供
される。
【００７６】
　上記制御ユニットが、連続した2つのバーストの間に、電流の印加によって変化する皮
膚の性質の少なくとも一部が回復するのに十分な時間を確保することが好ましい。
【００７７】
　上記制御ユニットが、連続した2つのバーストの間に、電流の印加によって変化する皮
膚の電気的インピーダンスのレベルの少なくとも一部が回復するのに十分な時間を確保す
ることが好ましい。
【００７８】
　好ましい一実施態様では、上記制御ユニットが、1つ以上のバーストが発生している間
に電気的性質を測定し、この性質測定に応答して電流のパラメータを変化させる。例えば
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、上記制御ユニットが、バーストのうちの1つが発生している間に測定した上記性質の値
を、別のバーストが発生している間に測定した上記性質の値と比較し、この数値比較の結
果に応答して電流のパラメータを変化させる。別の場合には、あるいはこれに加えて、上
記制御ユニットが、単一のバーストの間に上記性質の値の変化を検出し、この変化の検出
に応答して電流のパラメータを変化させる。
【００７９】
　一般に、上記制御ユニットが、2つのバーストの間に、約1ミリ秒よりも長く、約50ミリ
秒よりも短い時間を確保する。
【００８０】
　さらに、本発明の好ましい一実施態様によれば、物質が被験対象の体表に存在する皮膚
を容易に通過できるようにするための装置であって、
　　ハウジングと；
　　このハウジングに接続された電極（ただしこの電極は、
　　　皮膚に挿入される第1の部分と、
　　　皮膚の外部に留まってこのハウジングから皮膚への圧縮力を伝える第2の部分を備
える）と；
　　この電極からの物質を皮膚を通じて容易に供給するため、この電極を駆動して、皮膚
の表皮角質層の切除を可能にする電流を皮膚に印加する制御ユニットとを備える装置が提
供される。
【００８１】
　上記電極の第2の部分の特徴的な直径は、この第2の部分が皮膚に挿入されるのを抑制す
る大きさであることが好ましい。
【００８２】
　用途によっては、上記第2の部分が実質的に非導電性である。
【００８３】
　上記第2の部分が皮膚に挿入されることを抑制するため、上記制御ユニットが、この第2
の部分と皮膚の接触を検出し、その接触に応答して電流を停止することが好ましい。
【００８４】
　好ましい一実施態様では、上記制御ユニットが、上記電流に応答して発生した1つ以上
のスパークを検出する。
【００８５】
　本発明は、好ましい実施態様に関して図面を参照して行なう以下の詳細な説明からより
十分に理解されるであろう。
【００８６】
好ましい実施態様の詳細な説明
　図1は、活性物質32の経皮供給（場合によってはそれに加えて分析物の経皮抽出）を容
易にするための、本発明の好ましい一実施態様による装置20の概略断面図である。この装
置20はハウジング22を備えており、このハウジング22には、制御ユニット26と、1つ以上
のスパーク発生電極24が接続されている。この装置20の動作中はハウジング22が被験対象
の皮膚28に接触していて、電極24が皮膚上方の一般に固定された距離に維持されているこ
とが好ましい。好ましい一実施態様では、電極24は皮膚28の上方約5～500μｍの位置にあ
るが、この距離は必要に応じてこれよりも大きくしたり小さくしたりして、所定の用途に
おける装置20の動作を最適化する。一般に、各電極24は、スパークの発生を容易にするた
め、先端が尖った形態にする。
【００８７】
　制御ユニット26から電極24に電気エネルギーを供給し、1つ以上のスパークが電極24と
皮膚28の間に発生するようにすることが好ましい。好ましい一実施態様では、電極24に印
加する電圧の大きさとタイミングを制御することにより、スパーク30の強度と数を制御す
る。交流電圧を電極24に印加して一連のスパーク30を所定の時間にわたって発生させ、連
続したそれぞれのスパークが角質層を少しずつ切除していくようにすることが好ましい。
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好ましい一実施態様では、交流電圧の周波数は約10kHz～4000kHzであり、好ましいのは約
10kHz～500kHzである。
【００８８】
　用途によっては、電圧を、望む程度の切除がなされるのに十分であると事前に判断した
一定の時間にわたって印加する。別の方法として、あるいはこれに加えて、スパーク30の
数を数える。電圧は、所定の数のスパークが発生した後にオフにする。一般に、制御ユニ
ット26が電圧を調節している場合には、スパークが発生したときにサージ電流を検出する
ことができる。あるいは制御ユニット26が電流を調節している場合には、スパークの発生
に応答して電圧の低下が起こる。電極24に印加する電場の性質と装置20の物理的構成に応
じ、角質層が切除されたことを示す単一のスパークだけを検出すること、あるいは、例え
ば100以上のスパークが検出されるまで電場を印加し続けることが好ましい可能性がある
ことに注意されたい。
【００８９】
　好ましい一実施態様では、大きなDC電圧を電極24に印加する。切除の程度は、印加した
電圧および／または発生したスパーク30の数によって異なる。上に説明したように、スパ
ークの発生は、電極24を通じて電流のスパイクを検出することによって明らかにできる。
別の方法では、あるいはこれに加えて、1つの電極24における電圧低下を利用してスパー
クの発生を明らかにすることができる。
【００９０】
　ハウジング22は、所定量の医薬物質（例えば活性物質32）を保持できることが好ましく
、しかもその活性物質32を、スパークによって作られた1つ以上の切除部位34の近傍に受
動的または能動的に輸送できるようになっていることが好ましい。活性物質32は、一般に
、活性な薬剤の支持体となる不活性なゲルまたはペーストを含んでいる。このゲルまたは
ペーストを、ハウジング22上で電極24の近傍にある領域に付着させる。このようにして、
装置20は皮膚28に接して支持され、活性物質も皮膚28と接触した状態にされ、皮膚が切除
されたときに活性物質が皮膚の中に侵入できるようになる。場合によってはイオン導入法
、電気穿孔法、超音波導入法などの公知の方法を変更し、活性物質32が皮膚の中に、ある
いは分析物が皮膚から外へとさらに容易に経皮輸送されるようにすることができる。
【００９１】
　別の方法として、活性物質32は、電極24の周囲または近傍にフィットするようにした多
孔性材料（例えば標準的な医療用パッチ）の中に保管する。あるいは、薬剤は装置20内に
は保管せず、装置で皮膚を切除した後に必要に応じて付着させる。さらに別の方法では、
皮膚28の角質層を切除することだけに装置20を用いて分析物の抽出が容易になるようにし
、活性物質が皮膚に実質的に付着しないようにする。
【００９２】
　図2は、活性物質52などの医薬物質の経皮供給（場合によってはそれに加えて分析物の
経皮抽出）を容易にするための、本発明の好ましい一実施態様による別の装置40の概略断
面図である。装置40はハウジング42を備えており、このハウジング42には、制御ユニット
46と、1つ以上の電極44が接続されている。図2に示したように、被験対象の皮膚48に接し
てハウジング42を置くと、電極44が自動的に皮膚48と接触するようになっていることが好
ましい。各電極44は、皮膚と接触する位置での代表的な直径が約10～100μｍであること
が好ましい。この接触領域は、電気穿孔の用途で使用する場合よりもはるかに小さいこと
に注意されたい。
【００９３】
　用途によっては、電極44は、単極電極として機能する。その場合、電気エネルギーが電
極44から皮膚48に放出される一方で、電流の帰還路がより大きな面積を通過する（例えば
電極44を取り囲んでいる、あるいは電極44に隣接するハウジング42の金属製基部）。その
結果、電極44の近傍の領域以外は、皮膚がダメージを受けることが実質的になくなる。別
の方法として、あるいはこれに加えて、より多く（例えば3つ以上）の電極44が装置40に
含まれている場合には、電極44の1つが切除用電極として機能し、他の2つ以上の電極は組



(15) JP 4638130 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

み合わさって非切除用“帰還”電極として機能し、各帰還電極が切除電流の一部を制御ユ
ニット46に戻すことが望ましい。さらに別の方法として、あるいはこれに加えて、“分割
グラウンド”に関係して従来技術で知られている安全性その他の便益を得るため、2つの
比較的大きな帰還電極が設けられている。さらに別の方法として、あるいはこれに加えて
、（図2に示したように）一対以上の電極44を二極モードで駆動する。この場合、スパー
ク50が電極間に発生し、皮膚48の領域54が切除される。
【００９４】
　制御ユニット46は、図1を参照して上に説明した制御ユニット26と全体として同じよう
に機能することが好ましい。さらに、活性物質52の皮膚48への供給は、活性物質32の供給
と実質的に同じようにして行なわれることが好ましい。
【００９５】
　図3は、活性物質72などの医薬物質の経皮供給（場合によってはそれに加えて分析物の
経皮抽出）を容易にするための、本発明の好ましい一実施態様による別の装置60の概略断
面図である。装置60はハウジング62を備えており、このハウジング62には、制御ユニット
66と、1つ以上の電極64が接続されている。被験対象の皮膚68にハウジング62を置くと電
極64が皮膚68に押しつけられ、電極が皮膚を押しつける圧力によって皮膚に窪みができる
。この電極を使用することが望ましい用途では、電極が皮膚の中に約10～500μｍの深さ
まで延びていることが好ましい。その結果として、皮膚の切除中は、図1および図2に示し
た電極よりも一般に長時間にわたって皮膚との接触を保つ。
【００９６】
　装置60は、制御ユニット66に接続された少なくとも1つの力／圧力感受性スイッチ76を
備えていることが好ましい。被験対象は、制御ユニットが電極64をアクティブにするため
には十分な圧力がハウジング62に加わっている必要があることを知らされている。したが
って、一般にスイッチ76によって電極64に十分な圧力が加わることが保証されるため、電
極が皮膚68を望む距離だけ押し下げ、電気的接触または電極-皮膚間の小さなギャップが
維持される。
【００９７】
　用途によっては、装置60がスパークを発生させて皮膚68を切除する。別の用途では、装
置60が皮膚68に電流を流し、角質層を切除する。好ましい駆動モードでは、切除の間はス
パークが実質的に発生しない。あるいは角質層のかなりの部分が切除された後にしかスパ
ークが発生しない。したがってスパークは、角質層が切除されたことを示す電気的フィー
ドバックとして役立つ。
【００９８】
　図4（正確な拡大図ではない）は、本発明の好ましい一実施態様による電極100の概略断
面図である。この電極100は、上記のどの装置にも組み込むことができる。電極の一般に
円錐形になった先端部120は、被験対象の皮膚108にこの先端部の全長Lに相当する約10～1
50μｍ（一般には約10～20μｍ）まで挿入されるようになっていることが好ましい。電極
100の導電性または非導電性の基部110は、直径D2が約100～500μｍであり、先端部120の
直径D1が約20～200μｍになった位置でこの先端部120と接続されていることが好ましい。
一般に、D2はD1よりも約10～500μｍ大きいが、必ずしもそうなっている必要はない。電
極100の円錐形先端部120は尖った点の形状になるように描かれているが、これ以外の形状
も、用途によっては適切である。例えば先端部は、皮膚との接触点を丸くし、この丸くな
った部分の等価半径が約10～100μｍになるようにすることができる。別の方法として、
先端部を半径が例えば50μｍの半球にすることができる。先端部の代表的な直径は、約20
～200μｍである。このような先端部を用いて角質層を切除すると、好ましいことに十分
に広いチャネルができる。そのためこのチャネルを通じ、興味の対象である実質的にすべ
ての医薬物質を供給したり、実質的にすべての分析物を抽出したりすることが可能になる
。角質層に孔を開けることを目的とした従来技術による機械的装置（中でも針を含む装置
）の多くは、直径の代表値が約1μｍであり、一般に、（a）深度の制御が十分にできず、
（b）製造が難しく、（c）細いために壊れやすく、（d）角質層を大きく超えて侵入する
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確率が高いこと、および／または針の尖った先によって大きな圧力が加わることが理由で
痛みを発生させる可能性があることに注意されたい。
【００９９】
　電極100に接続された制御ユニット130は、図1～図3を参照して説明した制御ユニットの
うちの1つを備えていることが好ましい。好ましい1つの用途では、先端部120が皮膚の中
に挿入されている間（皮膚を切除することで挿入が容易になる）、制御ユニット130は、
連続的または間欠的に動作して、電極100と第2の電極140の間の電気的インピーダンスを
測定する。第2の電極140は一般に電極100よりもかなり大きく、皮膚108と電気的に接触す
るようにされている。（図4では、電極100が皮膚に最初に挿入される直前の状態が示して
ある。）
【０１００】
　本発明の発明者によって行なわれた実験により、電極100を皮膚108の中に距離Lだけ挿
入したとき、すなわち、電極100の基部110のより大きな面を皮膚に押しつけたとき、イン
ピーダンスに比較的シャープな変化が起こることがわかった。好ましい一実施態様では、
先端部120の挿入深度を示すフィードバックを受信できるようにするため、制御ユニット1
30を変更し、皮膚のインピーダンス変化または他の電気的特性の変化を追跡できるように
する。例えば制御ユニット130は、電流を高周波数のACバーストとして印加し、バースト
が続いている間および／またはバーストとバーストの間に皮膚のインピーダンスを測定す
ることにより、先端部120の挿入深度または皮膚が切除された程度を明らかにすることが
できる。用途によっては、制御ユニットが、先端部120の侵入深度の検出値に応答し、電
極100を通じて印加する電流のパラメータ（例えば振幅、持続時間、周波数）を変更する
。別の方法では、基部110が皮膚に到達したとき、あるいはそのわずか後に、電流をオン
またはオフにする。
【０１０１】
　図5は、医薬物質の経皮供給および／または分析物の経皮抽出を容易にするための、本
発明の好ましい一実施態様による装置200の一部の概略断面図である。装置200はハウジン
グ210を備えていることが好ましい。このハウジング210が1つ以上の電極220の支持体とな
るため、電極220が被験対象の皮膚の角質層230に圧力を及ぼすことが可能になる。
【０１０２】
　用途によっては、角質層230を切除している間、電極220が、その角質層の全体または大
部分を貫通するが、その下に存在する表皮組織240に所定の距離を超えて挿入されること
が実質的にないようにする。この目的を達成するため、電極220は、一般に、ハウジング2
10の基部から約40～500μｍ突起している。この数値は、角質層230の10～50μｍという厚
さよりもかなり大きい。本発明の発明者は、電極のこの突起部の長さを皮膚への挿入に利
用することはないにもかかわらず、この長さが有効であることを見いだした。というのも
、この長さによって皮膚に機械的な力が加わり、切除の間に電極が皮膚に入るのが十分に
容易になるからである。逆に、この突起部の長さがないと、皮膚は、一般に、ハウジング
から約50μｍ以上は突起していない電極によって押される（したがって皮膚が電極から引
っ込んだ状態になる）ことになる。このような短い電極だと、本発明のこれら実施態様に
おけるより長い電極（例えば電極220）の場合に皮膚が感知する反発力と同じレベルの反
発力を受けることはない。電極220に加わる反発力が大きいほど、電極が角質層に入りや
すくなる。
【０１０３】
　これとは別に、あるいはこれに加えて、本発明の発明者は、各電極220間の間隔が、各
電極に接する皮膚の反発力の大きさに大いに関係していることを見いだした。この力を最
大にするためには、一般に、電極間の距離の最小値を、約0.3mm～2mmに維持すること、お
よび／またはハウジング210の底面から電極220の先端部までの距離の約100％～500％に維
持することが好ましい。しかし力を最大にすることが必ずしも装置200の設計にあたって
考慮すべき唯一のことではなく、用途によっては、力を最大にするであろうよりも小さな
間隔で電極を配置することが望ましい場合もあることが理解できよう。
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【０１０４】
　図6は、医薬物質の経皮供給および／または分析物の経皮抽出を容易にするための、本
発明の好ましい一実施態様による装置300の一部の概略断面図である。装置300は、1つ以
上の階段状電極320に接続された非導電性ハウジング310を備えていることが好ましい。一
般に、各電極320は、皮膚を切除して被験対象の皮膚への挿入を容易にするための先端部3
24と、その先端部324の基部に位置する導電面322とを備えている。
【０１０５】
　この明細書では多数の電極を、それ自身で、あるいはハウジングとの組み合わせまたは
装置の他の部分（電極も含む）との組み合わせで“階段状”になるようにしたが、必ずし
も鋭い段差のない他の形状も本発明の原理を適用するのに有効であることに注意されたい
。そのような他の形状は、例えば、電極の挿入深度に関して制御ユニットにフィードバッ
クも与える断面を持った構成にすることもできよう。別の方法として、あるいはこれに加
えて、断面の変化以外の変化（例えば電気的性質または化学的性質の緩やかな変化または
鋭い変化）を電極に組み込むことができる。好ましい一実施態様では、皮膚の中に供給す
る医薬物質を電極の一部の上に配置し、制御ユニットが、この部分がいつ皮膚と接触した
か、またはいつ皮膚内の所定の深さまで到達したかを判定する。例えば医薬物質は、電流
に対して抵抗が非常に小さい構成、または非常に抵抗が大きい構成にすることができる。
【０１０６】
　電極に接続された制御ユニット（図示せず）は、導電面322が皮膚と接触したとき、電
極／皮膚のインターフェイスの電気的性質の急速な変化を検出できるようになっているこ
とが好ましい。例えば制御ユニットは、2つの電極の間の電気的インピーダンス、あるい
は1つの電極320と、皮膚と接触している非切除用電極の間の電気的インピーダンスを測定
することができる。本発明の発明者が行なった実験により、これらの性質および／または
他の性質は、電極の先端部を皮膚に完全に挿入するのに成功してから約1ミリ秒以内に変
化する可能性があることがわかった。これらの性質の変化を検出して制御ユニットにフィ
ードバックできること（例えば挿入が完了したときに制御ユニットに電流の印加を停止さ
せること）が望ましい。
【０１０７】
　導電面322が皮膚と接触したことの直接的な検出と組み合わせて、あるいはこのことと
は独立に、他の形態の電気的フィードバックも利用できることに注意されたい。例えば、
一般に先端部324が完全に挿入された後に開始または加速されるスパークの発生を検出す
ることができる。この現象は、本発明の発明者によって見いだされた。導電面322が皮膚
と接触した後にスパークの発生増加が観測されると考えられる。というのも、さらに電流
を印加すると皮膚が切除され、電極の下にある組織が切除されるが、そのとき電流が流れ
る適切な抵抗路が存在していないと、先端部324に高電圧が継続して印加されていること
で先端部と皮膚の間にスパークが発生するからである。したがって、スパークの発生増加
は、導電面322が皮膚と接触したことの目安となる。
【０１０８】
　図7は、医薬物質の経皮供給および／または分析物の経皮抽出を容易にするための、本
発明の好ましい一実施態様による装置400の一部の概略断面図である。装置400は、非導電
性ハウジング410を備えていることが好ましい。1つ以上の電極420の先端部424がこのハウ
ジング410から突起し、被験対象の皮膚に接触する。一般に、このハウジング410から先端
部424が突起している部分の長さは約10～200μｍであり、好ましいのは約50～60μｍであ
る。先端部424の少なくとも一部を（角質層を切除することによって容易に）皮膚に挿入
すると、ハウジング410の非導電面422が皮膚と接触する。電極のサイズがこのようになっ
ているため、一般にそれ以上深くは電極を挿入できない。用途によっては、非導電面422
の性質は、電極420に非導電性コーティングを付着させることによっても得られる。好ま
しい一実施態様では、非導電面422の直径は、先端部424が非導電面422と出会う位置での
直径よりも少なくとも約40μｍ大きい。一般に、非導電面422の直径は、先端部424が非導
電面422と出会う位置での直径よりも約40～200μｍ大きい。
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【０１０９】
　望ましいのは、図6に関して説明したインピーダンスの変化がないとしても、スパーク
の発生を一般にどのような場合でも検出でき、制御ユニット（図示せず）に挿入の完了を
示すフィードバックをさらに提供できることである。先端部424から非導電面422に至る形
状を“階段”にすると大きな利益が得られることに注意されたい。これは、ハウジング41
0に底面から50～60μｍ突起した一連の電極を単に設けるだけでは実現されないであろう
。特に、ハウジング410の底面から非導電面422までの距離は、一般に、少なくとも約100
μｍであり、ハウジング410の底面から先端部424の先端までの距離は、一般に、約40～50
0μｍになっている。したがって、図5を参照して上に説明したように、この距離があるこ
とで、装置400が十分な大きさの力を皮膚に加え、角質層を切除している間に電極を挿入
することが容易になる。
【０１１０】
　図8Aは、医薬物質の経皮供給および／または分析物の経皮抽出を容易にするための、本
発明の好ましい一実施態様による装置500の一部の概略断面図である。装置500は、非導電
性フレーム510を備えていることが好ましい。このフレーム510の面550は、被験対象の皮
膚に接した状態にする。フレームから距離b（一般に約5～500μｍ）だけ引っ込んだ電極5
20が制御ユニットによって駆動され、皮膚に電流を印加する。電極520の先端部552がフレ
ームの中に引っ込んでいるため、電流は、一般に、1つ以上のスパーク列の形態で皮膚に
供給される。スパークの数および／発生速度を制御ユニットで制御し、適切な時間内に角
質層が切除されるようにすることが好ましい。
【０１１１】
　図8Bは、医薬物質の経皮供給および／または分析物の経皮抽出を容易にするための、本
発明の好ましい一実施態様による装置600の一部の概略断面図である。装置600は、非導電
性フレーム610を備えていることが好ましい。このフレーム610の皮膚接触面650は、被験
対象の皮膚に接した状態にする。フレーム610の底部は皮膚接触面から約40～500μｍとい
う距離“a”離れていることが好ましい。電極620（一般に電極620の面652は面650と同一
レベルにある）を制御ユニットで駆動して皮膚に電流を印加する。この電流は、最初は皮
膚に直接供給することが好ましい。角質層の一部または全部が切除された後は、1つ以上
のスパークが発生したときに電流の供給を停止する。
【０１１２】
　図8Cは、医薬物質の経皮供給および／または分析物の経皮抽出を容易にするための、本
発明の好ましい一実施態様による装置700の一部の概略断面図である。装置700は、非導電
性フレーム710を備えていることが好ましい。このフレーム710の面750は、被験対象の皮
膚に接した状態にする。フレーム710に固定された電極は、（図4～図7を参照して上に説
明した）直流電流を印加した後にスパークが発生することの利点を生かすのに十分な距離
だけ面750から突起した面752を備えることが好ましい。
【０１１３】
　ここで図9Aと図9Bを参照する。図9Aは、ブタの耳の後ろから採取したインビトロの状態
にある皮膚に対し、本発明の好ましい一実施態様に従って電極を全体として連続的に接触
させて測定した実験データを示したグラフである。100kHzのサイン波電圧を電極を通じて
皮膚に印加したところ、最初の1ミリ秒の間に、皮膚に供給される電流が増加してピーク
に達し、そして減少し始めるのが見られた。そしてほぼ2.5ミリ秒後からは、全体として
安定状態になった電流注入期間が始まった。図9Bは、図9Aに示したのと同じデータの一部
を、時間スケールを拡大して示している。
【０１１４】
　皮膚の電気的性質が変化したことが少なくとも1つの原因となって、図9Aに示した波形
において観察される変化が現われたと考えられる。例えば電流の印加を開始したときに見
られる比較的大きなインピーダンスが最初の1ミリ秒の間に減少するのは、角質層が切除
されることと、おそらくそれと同時に細胞内供給源および／または細胞間供給源からの水
の放出が起こることが原因となっている可能性がある。それに対応して、電流の減少と最
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終的に安定状態になった波形は、主として、完全な局所的切除と、電極の先端部に隣接す
る領域の乾燥化によって生じている可能性がある。そのことによって電流が非常に流れに
くくなる。（後で説明する図10は、印加する電圧がこの期間に十分に大きな値になってい
る場合にスパークが発生することを示している。というのも、スパーク放電は導電材料か
らなる通り道を必要としないからである。）しかし、観測データに関しては、機械、電気
、生理学の観点からなされた別の説明も正しい可能性があると考えられる。
【０１１５】
　さらに別の実験データ（掲載せず）から、同じ駆動電圧を再度印加するのであれば、イ
ンピーダンスを下げてさらなる切除を邪魔されることなく容易に行なえるようにするには
、一般に、エネルギーを供給しない短い期間を設けるだけで十分であることがわかった。
エネルギーの供給がこのような1回ごとの“バースト”の形態でなされることにより、一
般に、測定される電流の挙動に同じ特徴的な上昇、下降、安定状態が生まれる。もっとも
、順番が後のバーストになるほど、一般に、より大きなピーク電流に到達する。各バース
トは、特性周波数が約10kHz～500kHzのAC成分を含んでいることが好ましい。バーストの
持続時間は約10マイクロ秒～100ミリ秒（一般に、100マイクロ秒～10ミリ秒）であること
が好ましい。ただし個々の値は、一般に、他に選択された駆動パラメータ（周波数、信号
の振幅、電極の形状など）と組み合わせて選択する。バーストとバーストの間隔は、約10
0マイクロ秒～100ミリ秒の範囲であることが好ましい。
【０１１６】
　図10は、本発明の好ましい一実施態様に従い、電極100（図4）と同様の実験用電極を皮
膚に挿入している間に測定した実験データを示すグラフである。この実験用電極は、特に
、直径30μｍのステンレス鋼製先端部を有するように構成した。第2の電極を、皮膚の表
面上で実験用電極から15mm離れた位置に設置した。理想的ではない電圧源を用いて電極を
駆動し、皮膚に100kHzの二相信号を印加した。この信号は700Vのはずだが、ピーク-ピー
ク電流の損失が57mAと大きいため、ピーク-ピーク電圧の測定値は320Vだった。
【０１１７】
　実験用電極の基部を皮膚と接触させると、ピーク-ピーク電流の測定値が19mAに低下し
た。その結果、印加電圧の測定値をピーク-ピーク電圧で696Vに回復させることができた
。さらに、多数のスパークが観測された。これらのスパークは、図10に見られる下方への
電流スパイクに対応している。スパークが発生した原因は、自己成長サイクルであると考
えられる。この自己成長サイクルにおいては、切除により電極と皮膚の間にギャップが形
成され、そのためにより多くのスパークが誘起され、切除がさらに行なわれ、ギャップが
さらに大きくなる。
【０１１８】
　図11は、本発明の好ましい一実施態様に従い、ブタから採取した角質層をインビトロの
状態で切除している間に測定した実験データを示したグラフである。多数のスパーク放電
がこの図に見られる。好ましい一実施態様では、すでに説明したのと同様の制御ユニット
が、従来技術で公知の信号処理技術を利用してこれらのスパイクを検出し、それに応答し
て皮膚へのエネルギー供給を調節する。
【０１１９】
　ここで図12、図13、図14、図15を参照する。これらの図は、本発明の好ましいそれぞれ
の実施態様において被験対象の皮膚に印加するさまざまな波形の概略図である。用途によ
っては、痛みが最少になるという理由で、DC成分を持たない対称なサイン波電圧（図12）
を印加することが一般に好ましい。しかし他の用途では、半サイン波（図13）または一連
のパルス（図14）を印加することが好ましい。というのも、一般に、その用途に非常に適
したいくつかの電源からより大きな電圧を発生させることが可能だからである。また、純
DC成分を除去した一連のパルス（図15）を印加することも可能である。さらに、皮膚を通
過して輸送される材料のタイプが何であるか、および／またはエネルギーについて何を考
慮すべきか、および／または皮膚のどの領域に装置を付着させるかに応じ、他の波形を選
択して皮膚に印加することもできる。
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【０１２０】
　図16は、皮膚に印加する高電圧を発生させるための、本発明の好ましい一実施態様によ
る回路800の概略図である。回路800は、低電圧パルス発生器806に電力を供給するDC電圧
源804を備えていることが好ましい。パルス発生器806のパルスは、このパルス発生器806
に接続されたインダクタンスコイル802、MOSFET808、キャパシタ810を通じて増幅され、
切除用電極に送られる。
【０１２１】
　図17は、皮膚に印加する高電圧を発生させるための、本発明の好ましい別の一実施態様
による共鳴回路840の概略図である。共鳴回路840は、制御スイッチ848に接続されていてA
C信号を発生させるDC電圧源846を備えていることが好ましい。このAC信号の周波数は、共
鳴回路内のキャパシタ844とインダクタンスコイル842の値によって決まる。この共鳴回路
は固有の自己制御挙動（例えば電極が挿入されて切除がなされることでインピーダンスが
変化したときの共鳴利得の変化）を示すため、本発明のいくつかの用途に特に適している
。
【０１２２】
　図16と図17に示した回路は、必要に応じ、高電圧を発生させるための従来技術で公知の
他の回路（例えば変圧器や電圧増倍器）を追加したり、そのような他の回路で置換したり
できることが理解できよう。
【０１２３】
　図18は、医薬物質の経皮供給および／または分析物の経皮抽出を容易にするための、本
発明の好ましい一実施態様による装置900の概略図である。装置900は、端板920と、1つ以
上の電極取り付け部材902と、第2の端板（図示せず）を備えていることが好ましい。使用
する際には、部材902を2枚の端板の間にサンドイッチ式に固定することが好ましい。
【０１２４】
　部材902は、一連の電極908を備えていることが好ましい。図には12個の電極が示してあ
る。好ましい一実施態様では、各電極908の長さ（四角くなっている第1の端部から、一般
に尖っている皮膚接触端910まで延びている）は約4～5mmであり、第1の端部の幅は約0.4m
mである。各電極の第1の端部は、一般に、制御ユニットに電気的に接続されている。機械
式支持部材906が各電極908の位置を取り囲み、各電極908をその位置に維持していること
が好ましい。部材902の表面にあるピラミッド型（あるいは他の形状）の部分904は、端板
920の表面、あるいは隣接する部材902の表面にある対応する部分と噛み合うことで、各電
極の皮膚接触端910の一部または全部を取り囲み、すでに説明したような“階段”状にな
ることが好ましい。
【０１２５】
　用途によっては、電極908および／またはこの明細書に記載した他の電極は、ステンレ
ス鋼またはチタンを含んでおり、厚さが約10～200μｍのシートから形成することができ
る。従来から知られている技術（例えばレーザーによる切断）を利用し、このようなシー
トから電極を形成することができる。
【０１２６】
　ここで図19と図20を参照する。これらの図は、本発明の個々の実施態様に従う技術を利
用して得られた実験結果を示すグラフである。表皮からの水分損失（TEWL）というパラメ
ータは、皮膚の外側層にどれくらいの量のマイクロポアが生成されるかを評価するために
測定した。これらの実験では、ブタの凍結させた耳の皮膚を一晩冷蔵庫に入れた後、少な
くとも1時間にわたって室温にした。図19に示したTEWLの値は、以下のものを表わしてい
る。
　（a）未処理の皮膚（n=8）、
　（b）本発明の実施態様に従って角質層を切除することによりポア（1cm2につき31、51
、100個のポア）が形成された後の皮膚（n=5）、
　（c）（粘着テープを貼りつけて剥がすという操作を25回繰り返すことで角質層を強制
的に剥がして得た）角質層（SC）のない皮膚（n=9）。
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【０１２７】
　本発明によるこれら実施態様の効果は、別のさまざまな処理によって起こるTEWLの変化
を評価することによってもわかる（図20）。両方の図は、（電極の密度によって決まる）
ポアの密度とTEWLの測定値の間に強い相関があることを示している。
【０１２８】
　ここで図21、図22、図23を参照する。これらの図は、本発明の個々の実施態様に従う技
術を利用して得られた実験結果を示すグラフである。薬剤がブタの耳の皮膚を透過する量
を、流動拡散細胞（LGA社、バークレー、カリフォルニア州）を用いて研究した。各細胞
は、面積が3.1cm2の拡散面を持ち、レセプター容積が5mlであった。レセプター区画の温
度は33℃に維持されていた。皮膚サンプルの一方の側にある細胞の中に入れたドナー溶液
は、1％のアセトアミノフェンを含む10％のエチルアルコールで構成されていた。皮膚サ
ンプルの他方の側にある細胞の中に入れたレセプター溶液は、10％のエチルアルコールを
含むPBS（pH7.2）で構成されていた。2ml/時という流速を維持した。図21には、アセトア
ミノフェンに関する透過結果を、未処理の皮膚（n=5拡散細胞）、1cm2につき31個と51個
のポア（n=5）、1cm2につき100個のポア（n=4）、角質層なし（すなわちテープで角質層
を剥がした皮膚）（n=7）について示してある。
【０１２９】
　本発明の好ましい一実施態様における切除技術に従ってポアを生成させることにより、
この皮膚ではアセトアミノフェンの透過が未処理の皮膚よりも増大することが見られる。
さらに、ポアの密度を1cm2につき100個にすると、薬剤の透過量が未処理の皮膚と比べて1
0倍になった。図21は、ポアの密度と透過量増大の間に直接的な相関のあることを示して
いることにも注意されたい。
【０１３０】
　ジクロフェナックを用いた同様のテスト（図22と図23）では、ドナー溶液は10％のエチ
ルアルコールに1％のジクロフェナックを含んだものであり、レセプター溶液はPBS（pH7.
2）であった。流速は、2ml/時に維持した。図22と図23には、ジクロフェナックでの研究
結果が、未処理の皮膚（n=4）、1cm2につき100個のポア（n=4）、テープで剥がした皮膚
（n=4）について示してある。本発明の実施態様による切除技術を用いて密度が1cm2につ
き100個のポアとなるように処理した皮膚は、薬剤の透過量が未処理のグループと比べて2
.5倍になった。テープで角質層を剥がした皮膚では、未処理の皮膚とポアのある皮膚のど
ちらよりもはるかに透過率が大きかった。これは、ジクロフェナックに関してはるかに大
きな透過率を実現するためには、今よりもはるかに大きなポア密度にするのが適切である
可能性があることを示唆している。
【０１３１】
　物質を経皮供給するためのこの明細書に記載した技術は、一般に、多くのタイプの物質
にとって適切であることが理解されよう。物質としては例えば薬剤が挙げられ、薬剤とし
ては、幅広く、化学合成またはバイオテクノロジー（発酵技術および／または組み換え技
術など）のいずれかによって製造された化学物質や生物学的化合物を含む任意の活性な薬
剤が挙げられる。
【０１３２】
　薬剤は、疾患またはそれ以外の異常な状態の診断、治療、予防や、痛みまたは苦痛の緩
和や、あらゆる生理学的または病理学的な状態の制御または改善や、ライフスタイルの改
善を助けるものとして、ヒトまたは動物または実験動物に対し、例えば化粧用物質として
使用または投与することができる。本発明の上記実施態様による薬剤供給装置は、生理学
的または薬理学的に活性な薬剤を、薬剤供給装置の近くにある地点に投与するのに使用し
たり、薬剤供給装置を付着させた地点から離れた部位に生理学的または薬理学的な応答を
発生させる全身活性のある物質を投与するのに使用したりすることができる。
【０１３３】
　したがって、このような装置を利用して投与できる活性な薬剤としては以下のものが挙
げられる。しかし薬剤がここに挙げたものに限定されるわけではない。
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・免疫系に作用する薬剤（例えばシクロスポリン、シロリムス、タクロリムス、マイコフ
ェノレート・モフェチルなどの免疫抑制剤）、
・中枢神経系と抗痴呆の薬剤（例えばベンラファキシン、リスペリドン、ジプラシドン、
フルマゼニル、L-ドーパ）；催眠薬、鎮静剤、ドーパミン・アゴニスト（例えばブロモク
リプチン、カベルゴリン、ペルゴリド、プラミペキソール）；抗アルツハイマー製品（例
えばドネペジル、リバスチグミン、タクリン）、
【０１３４】
・非ステロイド系消炎剤とそれ以外の非オピオイド系鎮痛剤（例えばジクロフェナック（
局所用でもある）、アセロフェナック、ブロムフェナック、ダルブフェロン、デクスケト
プロフェン、ジフルニサール、フェントプロフェン、フロクタフェニン、フルビプロフェ
ン、イブプロフェン、インドメタシン、ケトプロフェン、エトドラック、メクロフェナメ
ート、メフェナム酸、メロキシカム、ナプロキセン、ナブメトン、フェニルブタゾン、ピ
ロキシカム、オクスプラゾシン、スリンダック、テノキシカム、チアプロフェン酸、トル
メチン、ケトロラック）、
・麻酔性鎮痛剤（例えばフェンタニル、アニレリジン、ブプレノフィン、アポモルフィン
、ブタロフォール、コデイン、ヒドロコドン、ヒドロモルフォン、レボルファノール、メ
ペリジム、メタドン、モルフィン、ナルブフィン、オピウム、オキシコドン、オキシモル
フォン、ペンタゾシン、プロポキシフェン）、
・非経口鎮痛剤（例えばアトリカイン、リドカイン、ブピバカイン、クロロプロカイン、
エチドカイン、レボブピバカイン、メピバカイン、プリロカイン、プロカイン、テトラカ
イン）、
【０１３５】
・ルピバカイン、Cox-2インヒビター（例えばロフェコキシブ、セレコキシブ、トラマド
ール）、
・抗偏頭痛剤（例えばスマトリプタン、ナラトリプタン、ゾルミトリプタン、リザトリプ
タン、エレトリプタン、アルモトリプタン、フロバトリプタン）、
・ニューロパシー性の痛みを管理するために設計された製品（例えばギャバペンチン、ペ
ルガバリン）、
・アルコール依存症の治療に役立つ薬剤（例えばジスルフィラム、ナルトレキソン、レボ
メタジル）、
【０１３６】
・手術後の吐き気および嘔吐に対する製品（例えばオンダンセトロン、グラニセトロン、
ドラセトロン、ナサセトロン、レリセトロン、パロノセトロン、トロピセトロン、ドラビ
ノール）、
・注射用の抗凝固薬（例えばヘパリン、エノキサパリン、チンザパリン、アンタゴニスト
血小板凝集インヒビター、エプチフィバチド、チロフィバン、ジピリダモール）、
・末梢作用性化合物（例えばプラゾシン、テラゾシン、タムスロシン、ドキサゾシン）、
・BHP治療薬（例えばフィナステリド）、
・骨粗鬆症の治療などを行なうための、骨のカルシウム調節剤（例えばエチドロネート、
アレンドロネート、パミドロネート、チルドロネート、クロドロネート、イバドロネート
）、
【０１３７】
・II型糖尿病の治療薬（例えばロシグリタゾエン、ゲムシタビン、グリンプリド、ミグリ
トール、アカルボース、ロシグリタゾン）、
・注意力欠如障害を治療するための製品（例えばメチルフェニデート）、
・心臓血管用製品（例えばACEインヒビター、βブロッカ）とそれ以外の薬剤（例えばト
ブラマイシン、デフェロキサミン、アルガトロバン、ミトキサントロン、アナグレリド、
カスポフンギン、トリセノックス）、
・治療用のタンパク質とペプチド（例えばカルシトニン、デスモプレッシン、ゴナドレリ
ン、LHRH、ゴセレリン、ヒステレリン、ロイプロリド、リプレッシン、ナファレリン、オ
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クトレオチド、オキシトシン、ペンタガストリン、セクレチン、バソプレッシン、インス
リン）、
・加齢症状の治療または避妊などに用いる性ホルモン（例えばテストステロン、エストロ
ゲン、プロゲステロン、デヒドロエピアンドロステロン）、
・組み換え生物薬剤（例えばエリスロポエチン、フィルグラスチム、インスリン、インタ
ーフェロンα、インターフェロンβ、エネルジックスβ、成長ホルモン、アブシキシマブ
、エタネルカプト、エンブレル）、
・ワクチン、
・ヌクレオチド薬（例えばオリゴヌクレオチド薬、ポリヌクレオチド薬）、
・親水性化合物（角質層の通過を一般に妨げる化合物）、
・DNA、RNA、アンチセンスRNAに基づいた遺伝子治療薬。
【０１３８】
　これらの薬剤およびその他の化合物は、公知の技術を利用して調製した後、本発明の実
施態様による装置を用いて使用することができる。
【０１３９】
　電流の帰還路としてハウジングを設ける場合につき、本発明によるいくつかの好ましい
実施態様を例示して説明したが、装置の他の部品（例えば特製の電極）も帰還路となりう
ることが理解できよう。
【０１４０】
　異なることが明記してある場合や文脈から暗黙にわかる場合は別にして、物質を皮膚の
中に簡単に供給することに関してこの明細書で説明した方法と装置は、一般に、必要に応
じて変更を施すことにより分析物の抽出用にすることができるし、同様にして、物質の抽
出に関してこの明細書で説明した方法と装置は、必要に応じて変更を施すことにより物質
の供給用にすることができることが理解できよう。さらに、本発明の実施態様が組み込ま
れたいくつかの装置は、薬剤の供給と分析物の抽出を行なうための手段と、必要に応じ、
分析物を分析してこの分析に応答して薬剤の供給状態を制御するための装置内の装置を備
えることができる。
【０１４１】
　さらに、非導電性であるとして説明した上記のさまざまな装置の要素は、用途によって
は、一部を導電性にしたり、非常に大きな導電性にしたりできることや、装置の電気的特
性をそれに応じて変更できることが理解できよう。
【０１４２】
　本発明の好ましい実施態様を示す図面は必ずしも実物をそのまま拡大して描いたわけで
はなく、本発明のいくつかの特徴をよりはっきりと示すため、方向によっては拡大倍率を
変えてあることに注意されたい。
【０１４３】
　当業者であれば、本発明がここに特に示して説明したものに限定されないことが理解で
きよう。それどころか、本発明の範囲には、上に説明したさまざまな特徴の全体的組み合
わせと部分的組み合わせの両方のほか、従来技術にはないが当業者が上記の説明を読むこ
とによって思いつく可能性のあるバリエーションや変更が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】本発明の好ましい一実施態様による経皮物質輸送装置の概略断面図である。
【図２】本発明の別の好ましい一実施態様による経皮物質輸送装置の概略断面図である。
【図３】本発明のさらに別の好ましい一実施態様による経皮物質輸送装置の概略断面図で
ある。
【図４】本発明の好ましい一実施態様による電極とそれに付属する角質層切除器具の概略
断面図である。
【図５】本発明の好ましい一実施態様による電極とそれに付属する角質層切除器具の概略
断面図である。
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【図６】本発明の好ましい一実施態様による電極とそれに付属する角質層切除器具の概略
断面図である。
【図７】本発明の好ましい一実施態様による電極とそれに付属する角質層切除器具の概略
断面図である。
【図８Ａ】本発明の好ましい一実施態様による電極とそれに付属する角質層切除器具の概
略断面図である。
【図８Ｂ】本発明の好ましい一実施態様による電極とそれに付属する角質層切除器具の概
略断面図である。
【図８Ｃ】本発明の好ましい一実施態様による電極とそれに付属する角質層切除器具の概
略断面図である。
【図９Ａ】本発明の好ましい一実施態様による器具を用いて得られた実験結果を示すグラ
フである。
【図９Ｂ】本発明の好ましい一実施態様による器具を用いて得られた実験結果を示すグラ
フである。
【図１０】本発明の好ましい一実施態様による器具を用いて得られた実験結果を示すグラ
フである。
【図１１】本発明の好ましい一実施態様による器具を用いて得られた実験結果を示すグラ
フである。
【図１２】組織に印加するための、本発明の好ましい一実施態様による波形の概略を示す
グラフである。
【図１３】組織に印加するための、本発明の好ましい一実施態様による波形の概略を示す
グラフである。
【図１４】組織に印加するための、本発明の好ましい一実施態様による波形の概略を示す
グラフである。
【図１５】組織に印加するための、本発明の好ましい一実施態様による波形の概略を示す
グラフである。
【図１６】本発明の好ましい一実施態様において使用する回路の概略図である。
【図１７】本発明の好ましい一実施態様において使用する回路の概略図である。
【図１８】本発明の好ましい一実施態様による角質切除用組立体の概略図である。
【図１９】本発明の好ましい一実施態様によって提供される技術を利用して得られた実験
データを示すグラフである。
【図２０】本発明の好ましい一実施態様によって提供される技術を利用して得られた実験
データを示すグラフである。
【図２１】本発明の好ましい一実施態様によって提供される技術を利用して得られた実験
データを示すグラフである。
【図２２】本発明の好ましい一実施態様によって提供される技術を利用して得られた実験
データを示すグラフである。
【図２３】本発明の好ましい一実施態様によって提供される技術を利用して得られた実験
データを示すグラフである。
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