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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼の前房から房水を輸送する装置であって、当該装置は、
　前房から房水を受け容れる入口と、
　房水を前房の外部の場所へ排出する出口と、
　房水を前記入口から前記出口へ吸い出すポンプと、
を備え、
　前記ポンプは、実質的に一方向のバルブを一対備え、当該バルブは、間隔をおいて配置
されそれらの間に流体チャンバを提供し、
　前記流体チャンバの容積は、前記ポンプを駆動するように、眼圧パルスまたは瞬目パル
スの直接の作用による眼内圧の変動に応じて変化する、房水輸送装置。
【請求項２】
　前記ポンプは、マイクロポンプを備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記前房の外部の場所は、シュレム管である請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記ポンプへ連結された動力源をさらに備える請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記動力源は、機械式である請求項４に記載の装置。
【請求項６】
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　眼の前房から房水を輸送する装置であって、当該装置は、
　前房から房水を受け容れる入口と、
　房水を前房の外部の場所へ排出する出口と、
　房水を前記入口から前記出口へ吸い出すポンプと、
を備え、
　前記ポンプは、実質的に一方向のバルブを一対備え、当該バルブは、間隔をおいて配置
されそれらの間に流体チャンバを提供し、
　前記ポンプは、少なくとも部分的に、瞬目および動脈パルスの少なくとも１つの直接的
な作用により生じる眼内圧の変化によって駆動される、装置。
【請求項７】
　前記前房の外部の場所は、シュレム管である請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　眼内圧を検知し、検知された眼内圧を示す信号を提供するセンサをさらに備え、
　前記ポンプは、前記信号に応答して、前記ポンプを通る流れを調節する、請求項１また
は６に記載の房水輸送装置。
【請求項９】
　前記センサは、前記ポンプに電気接続されている請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ポンプは、マイクロポンプを備えている、請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ポンプへ連結された駆動源をさらに備えている、請求項６に記載の装置。
【請求項１２】
　前記動力源は、機械式である請求項１１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概ね、人体の器官内の上昇した圧力を低減させる医療器具および方法に関す
る。さらに詳細には、本発明は、眼内に小柱ポンプを埋め込んで前房からシュレム管また
はその下流に房水を排出することによって、眼内圧を所望のレベルに低下させる緑内障治
療に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国国民の約２パーセントが、緑内障である。緑内障は、視神経円板における病理学的
な変化およびそれに付随して視野の欠損を引き起こし、治療を怠れば失明に至る一群の眼
病である。内圧の上昇が、緑内障における主な病因である。
【０００３】
　眼内圧の上昇と関連した緑内障では、流出に対する抵抗の原因は、主として小柱網にあ
る。小柱網の組織は、眼房水（「房水」）がシュレム管に入ることを可能にし、この眼房
水は、次に、後部壁内のシュレム管の房水コレクタチャネル内へ、次いで、房水静脈内へ
排出される。眼房水は、眼の前方の角膜と水晶体との間の領域を満たす透明な液体である
。眼房水は、水晶体のまわりの毛様体によって絶えず分泌され、よって、毛様体から前房
へ眼房水の一定の流れがある。眼内圧は、房水の産生と、小柱網を通る流出（主なルート
）またはブドウ膜強膜流出（二次ルート）との間のバランスによって決まる。小柱網は、
虹彩の外側の縁と角膜の内側の周縁部との間に位置する。シュレム管に隣接する小柱網部
分（小管近傍網（ｊｕｘｔａｃａｎｉｌｉｃｕｌａｒ　ｍｅｓｈｗｏｒｋ）が、房水流出
に対する抵抗の殆どを引き起こす。
【０００４】
　緑内障は、閉塞隅角緑内障、および開放隅角緑内障の２つの種類に大まかに分類される
。 閉塞隅角緑内障は、虹彩と小柱網内面との間の接触による前房隅角の閉鎖によって引
き起こされる。この解剖学的な隅角の閉鎖は、眼の前房からの正常な房水流出を妨げる。
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開放隅角緑内障は、前房の隅角が開放されたままである種々の緑内障であるが、小柱網を
通る房水の出口が、小さくなる。ろ過作用が減少する正確な原因は、開放隅角緑内障のほ
とんどの場合について分かっていない。しかしながら、（例えばステロイドの使用による
）小柱網空間の浮腫または腫脹、異常な色素分散、あるいは脈管を鬱滞させる甲状腺機能
亢進症などの疾病を含み得る第２の開放隅角緑内障がある。
【０００５】
　現在の緑内障治療法は、眼内圧を低下させることに向けられる。これは、最初、房水の
産生を減少させるかまたは流出を増加させる点眼薬または錠剤を用いた治療により行われ
る。しかしながら、緑内障のためのこれら種々の薬物療法は、頭痛、視力障害、アレルギ
ー反応のような著しい副作用、心肺の合併症による死亡、起こり得る他の薬物との相互作
用などの著しい副作用に関係することがある。薬物療法がうまくいかない時は、外科療法
を用いる。開放隅角緑内障用外科療法は、レーザー（線維柱帯形成術）と、繊維柱帯切除
術と、（線維柱帯切除術がうまくいかなかった後あるいは線維柱帯切除術がうまくいく見
込みがない場合には）房水シャントの埋め込みとを含む。繊維柱帯切除術は、瘢痕を減少
させかつ外科手術の成功の可能性を高める５－フルオロウラシルあるいはマイトマイシン
Ｃなどの抗癌剤を局所的に適用して、広く使用されるとともに増加している主要な手術で
ある。
米国内において１年当たりおよそ１００，０００件の繊維柱帯切除術が、メディケア世代
の患者に行なわれている。線維柱帯切除術に関連した合併症の発現頻度を減少させること
ができれば、この数はおそらく増加する。線維柱帯切除術に関連した現在の合併症発現頻
度は、失敗（１０－１５％）、感染（終生続く危険約２－５％）、脈絡膜出血（１％、視
力障害に至る、眼内圧が低下し過ぎることによる激しい内出血）、白内障形成、および低
眼内圧黄斑症（可逆性となり得る、眼内圧が低下し過ぎることによる視力障害）からなる
。
【０００６】
　抵抗のある場所において、房水の流出に対する局所的な抵抗にバイパスを形成し、既存
の流出メカニズムを用いることができる場合、外科的治療による合併症の発現頻度は、大
幅に減少するだろう。この理由は、眼圧が低くなり過ぎないようにする背圧を、強膜房水
静脈が有することである。これによって、低圧黄斑症および脈絡膜出血の危険が実質的に
なくなるだろう。さらには、視力の回復が非常に早くなり、感染の危険が非常に低くなる
だろう（２～５％から０．０５％へ低くなる）。これらの理由のために、外科医は、何十
年の間、実行可能な小柱網手術の開発に努めてきた。
【０００７】
　これまでに試されてきた技術は、隅角切開術および繊維柱帯切開術と、繊維柱帯穿刺（
ｔｒａｂｅｃｕｌｏｐｕｎｃｔｕｒｅ）、隅角光剥離（ｇｏｎｉｏｐｈｏｔｏａｂｌａｔ
ｉｏｎ）、レーザー小柱剥離（ｌａｓｅｒ　ｔｒａｂｅｃｕｌａｒ　ａｂｌａｔｉｏｎ）
、および隅角掻爬（ｇｏｎｉｏｃｕｒｒｅｔａｇｅ）などの、他の機械による小柱網の破
壊とである。これらを以下に簡潔に述べる。
【０００８】
　隅角切開術または繊維柱帯切開術：　隅角切開術および繊維柱帯切開術は、顕微手術に
より、小柱網を機械破壊して切開を行う、簡易で管理された技術である。 これらには、
初めに、開放隅角緑内障の治療において、良好な初期反応があった。しかしながら、外科
手術上の長期的な調査結果によると、成人における成功は限定されたものに過ぎなかった
。顧みると、これらの処置は、おそらく、細胞の修復メカニズムと、「閉塞（ｆｉｌｌｉ
ｎｇ　ｉｎ）」のプロセスとにより失敗した。閉塞は、小柱網内に作り出した開口部を崩
壊し閉鎖する、好ましくない作用である。一度、作り出した開口部が閉じれば、圧力は高
くなり、手術は失敗する。
【０００９】
　繊維柱帯穿刺：　Ｑスイッチネオジム（Ｎｄ）ＹＡＧレーザーがまた、小柱網内におい
て十分な厚さの孔を作り出すための光学的侵襲性の技術として研究されてきた。 しかし
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ながら、この繊維柱帯穿刺技術によって作り出した比較的小さな孔は、閉塞する結果とな
り、失敗する。
【００１０】
　隅角光剥離またはレーザー繊維柱帯剥離：　隅角光剥離が、米国特許第４，８４６，１
７２号明細書にＢｅｒｌｉｎにより開示され、小柱網を剥離することにより緑内障を治療
するためにエキシマレーザーを使用することを含む。これは成功しないことが、臨床試験
により実証された。Ｈｉｌｌらは、エルビウム：ＹＡＧレーザーを使用して、小柱網を通
る十分な厚さの孔を作り出した（Ｈｉｌｌら、Ｌａｓｅｒｓ　ｉｎ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　１１：３４１－３４６，　１９９１年）。この技術は、アーヴ
ィンのカリフォルニア大学で霊長類モデルおよび限られた人間の臨床試験において調査さ
れた。合併症の発現頻度は両方の試験でゼロだったが、成功率は、さらなる人間の試験が
認められるものではなかった。失敗の原因は、またも修復メカニズムによる、小柱網に外
科的に作り出した欠損の閉塞だった。これらのいずれも、緑内障治療用の最適な外科手技
ではない。
【００１１】
　隅角掻爬：　これは、アブ　インテルノ式の（内側から）機械破壊を行う技術である。
先端にマイクロキュレットを有する毛様体解離へらに似た器具を使用する。 最初の結果
は、繊維柱帯切開術と同様に、修復メカニズムおよび閉塞のプロセスにより失敗した。
【００１２】
　線維柱帯切除術は最も一般に行なわれる濾過手術であるが、ヴィスコカニュロストミー
（ＶＣ）および非穿通型の繊維柱帯切除術（ＮＰＴ）が、濾過手術の新しい２つの変型で
ある。これらは、大きく深い強膜フラップを作ることによりシュレム管を外科的に露出さ
せる、アブ　エクステルノ式の（外部からの）主な眼の処置である。ＶＣ処置において、
シュレム管には、カニューレが挿入され、（シュレム管および房水コレクタチャネルを広
げる）粘弾性物質注入が行われる。ＮＰＴ処置において、外科的にシュレム管を露出した
後に、シュレム管の内壁を剥離する。
【００１３】
　繊維柱帯切除術、ＶＣおよびＮＰＴは、結膜および強膜フラップの下において行われて
、その結果、眼房水が、眼の表面上に、または眼の外壁内にある組織内へ流出する。通常
の生理学的流出は使用しない。これらの外科手術は、眼の合併症の発現頻度が顕著である
、主な処置である。繊維柱帯切除術、ＶＣおよびＮＰＴが成功する可能性が低いと思われ
る時は、外科手術による開口部を通じた眼房水の所望の濾過および流出が続くことを保証
するために、埋め込み可能ないくつかの排液インプラントが使用されてきた。緑内障排液
器具を配置することについての危険は、排液インプラントに特有の合併症である出血、感
染症および二重視（複視）も含む。
【００１４】
　前房から強膜または結膜の下の空間への眼房水放出用の開口部を維持する、埋め込み可
能なシャントまたは器具の例が、米国特許第６，００７，５１１号（プライウェス）、第
６，００７，５１０号（ニガム）および第５，３９７，３００号（ベイアベルト他）明細
書に開示された。
【００１５】
　それらの上記実施形態および変形は、多数の欠点および中位の成功率を有する。それら
は、眼への損傷をかなり含むとともに、結膜下の空間内へ強膜または角膜の十分な厚さを
通って孔を作り出すことにおいてすぐれた外科手術技能を必要とする。さらには、通常の
生理学的な流出路は使用しない。その手技は、設備費用、麻酔医の技能費用を生じさせる
手術室でたいてい行なわれ、視力回復時間が長い。濾過手術の合併症は、眼内圧を低下さ
せる他の方法を見つけるように眼科医を促すことになった。
【００１６】
　小柱網および小管近傍組織は、ともに房水流出に対する大部分の抵抗を提供し、それ自
体、開放隅角緑内障の治療において外科手術により除去される必然的な標的である。さら
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に、最小量の組織しか変化させず、既存の生理的流出経路を用いる。繊維柱帯バイパス外
科手術は、脈絡膜出血、感染の危険を大きく低減する可能性があり、既存の生理学的流出
メカニズムを利用する。この外科手術は、医院で表面麻酔法で行うことができ、視覚の回
復が早い。
【００１７】
　したがって、現在利用可能な方法よりも、早く、安全で、費用がかからない緑内障治療
方法に対して臨床上の大きな要請がある。繊維柱帯バイパス外科手術は、マイクロステン
ト、シャント、または他のインプラントを用いて、異常のある小柱網を、小柱網のレベル
においてのみバイパス形成して、既存の流出路を用いるか修復する革新的な外科手術であ
る。本発明の１つの目的は、埋め込まれるマイクロポンプ、またいくつかの場合には、遠
隔のまたは取り付けられた眼内圧センサ（IOP）を用いて、簡単で有効な、疾病部位に特
定したやり方で、上昇した眼内圧を治療または調節する手段または方法を提供することで
ある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明のいくつかの実施形態は、眼の前房からの房水を輸送する装置であって、前房か
ら房水を受け容れる入口と、前房の外部の場所に房水を排出する出口と、入口から出口へ
房水を吸い出すポンプであって、実質的に一方向のバルブを一対備え、これらのバルブが
、流体チャンバをそれらの間に提供するように間隔をおいて配置されたポンプと、を備え
る装置を含む。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、流体チャンバの容積は、ポンプを駆動するように、眼内圧に
おける変動に応じて変化する。いくつかの実施形態では、ポンプは、入口と出口との間に
配置される。いくつかの実施形態では、前房の外部の場所は、シュレム管である。
【００２０】
　いくつかの実施形態は、ポンプに連結された動力源などの、ポンプに動力を供給する手
段をさらに含んでいる。例えば、この動力源は、機械式または電気式にすることができる
。ポンプは、眼内圧を変化させる瞬目および動脈拍動の少なくとも１つにより生じる眼内
圧の変化によって駆動され得る。
【００２１】
　いくつかの実施形態は、眼の前房から前房の外部の場所へ房水を吸い出す方法であって
、前房から房水を受け容れる入口を有する流体チャンバを設けるステップと、入口端部か
ら前房の外部にある出口へ房水が吸い出されるように流体チャンバの容量を変更するステ
ップとからなる方法を含む。
【００２２】
　いくつかの実施形態は、眼の前房から房水を輸送する装置であって、眼の前房から房水
を受け容れる入口と、前房の外部の場所に房水を排出する出口と、房水を入口から出口へ
吸い出すポンプと、眼内圧を検知し、検知された眼内圧を示す信号を提供し、その信号に
応じて、ポンプが流れを調節するセンサとを備える房水輸送装置を含む。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、センサは、ポンプに電気接続される。いくつかの実施形態で
は、センサは、ポンプに無線接続される。
【００２４】
　いくつかの実施形態は、眼内圧を調節する方法を含み、当該方法は、ポンプが流体を前
房から前房の外部の場所へ吸い出すように、眼にマイクロポンプを埋め込むステップと、
眼内圧を検知するステップと、検知された眼内圧を用いて、ポンプを通る流体の流れを調
節するステップとを含む。検知ステップは、マイクロポンプと通信するセンサにより行う
ことができる。
【００２５】
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　いくつかの好ましい実施形態では、小柱ポンプステントは、眼の小柱網の一部分を通っ
て延びるように構成された入口部と、眼のシュレム管内へ延びるように構成された出口部
とを有し、入口部は、前房とシュレム管との間に房水を通すように前房へ配置される。
【００２６】
　いくつかの好ましい構成では、小柱ポンプステントは、小柱網の一部分を通って延びる
ように構成された入口部と、シュレム管内へ延びるように構成された出口部と、所定位置
にステントを固定するためのアンカー手段とを備える。アンカー手段は、小柱網を通って
シュレム管内へ固定されるように構成された少なくとも１つの突起部を備え得る。
【００２７】
　いくつかの好ましい実施形態は、小柱網の一部分を通って延びるように構成された入口
部と、シュレム管内へ延びるように構成された出口部と、房水を１つの方向に流すように
調節する手段とを備える。房水の流れおよび眼内圧を調節する手段は、ポンプなどの、能
動的方法を含み得る。
【００２８】
　本発明のいくつかの態様は、小柱ポンプステントから流体を１つの方向に吸い出す方法
であって、当該方法は、ステントに装着されたポンプエレメントを作動させるステップを
含み、ポンプエレメントには、例えば、瞬目圧力パルスまたは眼圧パルスなどの種々の源
から選択された機械的応力によって、動力が供給される。例えばロータリーまたはプロペ
ラ状のポンプが、電気エネルギーを用いる場合、バッテリーまたは他の動力源も使用可能
である。
【００２９】
　本発明のいくつかの態様は、１つの方向に小柱ポンプステントから流体を吸い出す方法
であって、ステントに装着されたポンプエレメントを作動させるステップを含み、当該ス
テップにおいて、マイクロフォトダイオード太陽電池機構により太陽エネルギーから変換
された電気によって、動力がポンプエレメントに供給される方法を提供する。
【００３０】
　本発明のいくつかの態様は、１つの方向に小柱ポンプステントから流体を吸い出す方法
であって、ステントに装着されたポンプエレメントを作動させるステップを含み、当該ス
テップにおいて、熱電気機構に基づく温度差により変換された電気によって、動力がポン
プエレメントに供給される方法を提供する。
【００３１】
　本発明のいくつかの態様は、１つの方向に小柱ポンプステントから流体を吸い出す方法
であって、ステントに装着されたポンプエレメントを作動させるステップを含み、当該ス
テップにおいて、アイソトープ崩壊機構によりアイソトープエネルギーから変換された電
気によって、動力がポンプエレメントに供給される方法を提供する。
【００３２】
　本発明のいくつかの態様は、１つの方向に小柱ポンプステントから流体を吸い出す方法
であって、目標眼内圧レベルを設定するステップと、リアルタイムの眼内圧を検知するス
テップと、検知された圧力を目標レベルと比較するステップと、検知された圧力が目標レ
ベルより高い場合に、前房から房水を吸い出し始めるステップと、を含む方法を提供する
。
【００３３】
　本発明のいくつかの態様は、前房からシュレム管に房水を吸い出す小柱ポンプステント
であって、前房に露出された入口末端部を有する入口部と、シュレム管に露出された出口
末端部を有する出口部と、近位端および遠位端を有する中央部と、を備え、第１のチェッ
クバルブが近位端に配置され、第２のチェックバルブが中央部の遠位端に配置される小柱
ポンプステントを提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　添付の図面を参照して読むと、典型的な実施形態の次の詳細な説明から、本発明の他の
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目的および特徴が明らかになるだろう。
【００３５】
　図１から図９を参照すると、小柱ポンプが示されており、この小柱ポンプは、小柱ステ
ントに取り付けられるかまたはそれと連結可能である。特に、異常のある小柱網をバイパ
スするために小柱ステントインプラントを使用し、この小柱ステントインプラントは、ポ
ンプと、いくつかの実施形態では、眼内圧を所望のレベルに調節する圧力センサとを有し
ている。
【００３６】
　背景を示すために、図１は、眼１０の断面図を示し、また、図２は、小柱網、前房、お
よびシュレム管の解剖学的な相対的位置を示す、拡大図を示す。強膜１１として知られる
厚い膠原組織が、角膜１２により覆われている部分を除いて眼１０全体を覆っている。角
膜１２は、光を眼に集めて瞳孔１４に送る薄く透明な組織であり、瞳孔１４は、虹彩１３
の中央の円形の孔（眼の色のついた部分）である。角膜１２は、角膜縁１５と呼ばれる接
合点において強膜１１に結合する。毛様体１６は、眼の内側から始まり、強膜１１の内側
に沿って延び、脈絡膜１７になる。脈絡膜１７は、眼の下にある網膜１８の血管層である
。視神経１９は、脳へ視覚情報を送るが、緑内障により徐々に破壊される。
【００３７】
　眼１０の前房２０は、前方を角膜１２により閉ざされ、後方を虹彩１３および水晶体２
６により閉ざされており、房水で満たされている。房水は、まず、毛様体１６により産生
され、瞳孔１４を通って、虹彩１３と角膜１２との間に形成された前房隅角２５に達する
。正常な眼では、房水は、小柱網２１から除去される。房水は、小柱網２１からシュレム
管２２、房水静脈２３へ流れ、この房水静脈２３は、血液を運ぶ静脈と結合し、静脈循環
に至る。眼１０の眼内圧は、上述のように、房水の分泌と流出との複雑なバランスにより
維持される。緑内障は、前房２０内に房水流体が産生され過ぎて、内圧が上昇することを
特徴とし、流体は比較的圧縮できないので、圧力は、眼の全領域と等しくなる。
【００３８】
　図２に示すように、小柱網２１は、強膜１１のわずかな部分を占める。小柱網２１のみ
から器具を埋め込む外科手術に比べて、結膜２４および強膜１１の組織から器具を埋め込
むための孔または開口部を作り出すことが、比較的主要な外科手術であることは、理解で
きる。
【００３９】
　第１の実施形態では、眼内圧を減少させるために患者の眼内における房水流出を増加さ
せる方法を説明する。本方法は、小柱網のレベルにおいて異常のある小柱網にバイパスを
形成して、それにより既存の流出経路を修復することを含む。さらに、眼内圧を減少させ
るために患者の眼内における房水流出を増加させる方法は、小柱ステントインプラントで
、小柱網のレベルにおいて異常のある小柱網にバイパスを形成して、既存の流出経路を使
用することを含む。小柱ステントインプラントは、マイクロポンプおよび／または圧力セ
ンサを有する、細長い小柱ステントまたは他の適切な形状、大きさまたは構成のものにし
てもよい。細長い小柱ステントインプラントの一実施形態では、小柱ステントは、入口端
部、出口端部、およびそれらの間の管腔を有し、入口端部は、前眼房に配置され、また、
出口端部は、異常のある小柱網の外面の周りに配置される。さらに、出口端部は、既存の
流出経路の流体コレクションチャネル内へ配置してもよい。任意選択的に、既存の流出経
路は、シュレム管２２を含み得る。出口端部は、さらに、房水静脈のレベルまで流体コレ
クションチャネル内へ配置可能であり、また、小柱ステントを、既存の流出経路に対して
逆行または順行させるように挿入する。
【００４０】
　別の実施形態では、眼内圧を減少させるために患者の眼内において房水流出を増加させ
る方法は、（ａ）小柱網に開口部を作り出し、小柱網に内側および外側を備えること、（
ｂ）開口部に小柱ポンプステントを挿入すること、（ｃ）小柱ポンプステント上またはそ
のステント内においてマイクロポンプを作動させること、（ｄ）小柱網の内側から外側へ
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小柱網のレベルにおいて小柱網にバイパスを形成するように、小柱ポンプステントにより
房水を輸送することを含む。
【００４１】
　小柱ステントインプラントは、医療用グレードのシリコンなどの生体適合性材料、例え
ばシラスティック（登録商標）という商標で販売されており、ミシガン州ミッドランドの
ダウ　コーニング　コーポレーションより入手可能である材料、あるいはペレセン（登録
商標）として販売されており、ダウ　コーニング　コーポレーションから入手可能なポリ
ウレタンを含み得る。代替実施形態では、他の生体適合性材料（生体材料）に、ポリビニ
ルアルコール、ポリビニルピロリドン、コラーゲン、ヘパリン化コラーゲン、テトラフル
オロエチレン、フッ素化ポリマー、フッ素化エラストマー、可撓性のある融解石英、ポリ
オレフィン、ポリエステル、ポリシリコン、生体適合性材料の混合物、および同種のもの
などを使用可能である。さらに別の代替実施形態では、上述の生体材料を表面コーティン
グすることによる複合生体適合性材料を使用可能であって、そのコーティング材料は、ポ
リテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリイミド、ヒドロゲル、ヘパリン、治療薬、
および同種のものからなる群から選択可能である。
【００４２】
　眼内圧の調節が、高眼圧症または緑内障患者のための初期の治療様式であることは、一
般に知られている。本発明は、下流の圧力よりも恐らくは低い所望の圧力レベルに圧力を
調節するポンプステントの使用を開示する。ポンプステントは、マイクロポンプまたは同
種のもの、好ましくはいくつかの実施形態ではバルブレスまたはブレードレスポンプを備
え得る。あるいは、ポンプは、ロータリー、スパイラル、またはプロペラブレードポンプ
設計（図示せず）を含み、それは、当業者には、容易に分かるだろう。ポンプは、前房か
ら、シュレム管、または他の生理的流出領域、例えば、コレクタチャネル、房水静脈、強
膜上静脈、結膜下空間、あるいは前房に隣接するまたはその近くの種々の組織領域へ流体
を流すためにエネルギー源を利用する。ポンプを駆動するために、多くのエネルギー源を
利用可能である。一例として、エネルギー源は、眼圧パルス、瞬目圧力パルス、ソーラー
パワー、または（バッテリーなどの）貯蔵エネルギーからなり得る。ポンプは、小柱ポン
プステントとして埋め込まれるか、または小柱ステント上またはその周りに装着され、エ
ネルギー源を利用する。「小柱ポンプステント」は、本明細書では、前房から、例えばシ
ュレム管またはその下流へ流体（例えば房水）を吸い出す小柱網内に配置されたポンプを
意味するものとする。
【００４３】
　埋め込み可能なポンプ
　図３Ａから図３Ｃは、２つのチェックバルブ３５Ａ、３５Ｂを有し、眼内における圧力
変動により駆動される圧縮可能なチューブ３６を備えた簡易なポンプを示す。チューブを
圧縮するエネルギー源は、眼圧パルス、瞬目圧力パルス、および同種のものなどの圧力変
動を含み得る。チューブに装着された圧縮ユニットを駆動するために、先の使用に備える
バッテリー型貯蔵部内のエネルギーを、直接使用するか、またはその内部に蓄積すること
ができる。ポンプ入口は、前房２０内に配置またはそれに接続され、また、ポンプ出口は
、シュレム管２２内またはその下流の場所に配置されるかあるいは接続される。一実施形
態では、入口部３３および出口部３４は、膨張および圧縮不可能な材料からなるが、一方
、中央部３６が圧縮可能なチューブへ圧縮された結果、容積は減少し、また中央部３６が
圧縮可能なチューブへ膨張した結果、容積は増加し得る。
【００４４】
　一実施形態では、眼圧パルスは、図３において一例として用いられている。図の上部は
、繰り返される眼の脈動における眼内圧の単一のサイクルを示す。これらは、断層撮影に
よる圧力記録にしばしば見られ、約１～３ｍｍＨｇの最高最低振幅を有する。血圧が、心
臓ポンピングの各拍動で心収縮から心拡張まで変化すると、眼パルスは、心拍数により動
く。圧力記録では、中間値は、眼のＩＯＰ（眼内圧）と呼ばれ、山から谷への圧力の変動
を記号Δにより示している。波形上の黒丸は、ポンプの作動におけるサイクルポイントを
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表す。この実施形態では、図３に示すように、このポンピングプロセスには、３つのステ
ップがある。一般に、ポンプは、圧縮不可能な入口部３３と、第１のチェックバルブ３５
Ａと第２のチェックバルブ３５Ｂとの間に配置される圧縮可能な中央部３６と、圧縮不可
能な出口部３４と備える。一実施形態では、入口部３３と中央部３６との間の圧力差によ
って、房水を第１のチェックバルブ３５Ａから押し流すことができる程度、入口部を圧縮
可能にすることができる。別の実施形態では、中央部３６と出口部３４との間の圧力の差
が、第２のチェックバルブ３５Ｂから房水を押し流すことができる程度、出口部を圧縮可
能にすることができる。
【００４５】
　図３Ａに示す第１のステップにおいて、ポンプボディの入口部３３は、（矢印３１によ
り示すように）房水で満たされる。圧力が上昇し、第１のチェックバルブ３５Ａの開口圧
力を超過すると、房水が、中央部３６に流入し始めて、入口部３３の圧力と中央部３６の
圧力とが、等しくなる。図３Ｂに示す第２のステップにおいて、中央部３６のチューブは
、機械による圧力によって、またはエネルギー源を使用するポンプエレメントによって圧
縮される。中央部３６のチューブ上への圧縮は、力を用いてつまむ、巻き付ける、または
はさむための種々の通常の手段により行うことができる。中央部３６内の圧力が、上昇し
、第２のチェックバルブ３５Ｂの開口圧力を超過すると、房水は、図３Ｃに矢印３２によ
り示すポンプ出口から押し流される。さらに、中央部３６のチューブが、膨張し、すなわ
ち元の大きさに戻ると、チューブは、減圧され、流体を入口部３３から中央部３６内へ吸
い出す。このポンプサイクルは、眼パルスサイクルが続いている時に、繰り返される。こ
のように、ポンプは、房水を前房から房水流出システムの下流の場所へ流し、チェックバ
ルブが、眼内への逆流を妨げる。瞬目圧力により駆動されるポンプの作動原理は、同様だ
が、瞬目が引き起こす圧力の変化が、眼パルス圧力の変動よりも大きいので、より大きな
圧力差で作動される。
【００４６】
　前房からシュレム管またはその下流に流体を吸い出すポンプを提供する本発明のいくつ
かの態様は、前房の圧力を、シュレム管またはその下流の圧力よりも低く維持することを
含む。第１のステップでは、ポンプボディの入口部３３が、房水で満たされる。次に、第
１のチェックバルブ３５Ａを開口するために、中央部３６の圧力が、入口部３３の圧力を
下回ると、房水は、中央部３６に流れ込み始めて、入口部３３の圧力と中央部３６の圧力
とが等しくなる。第３のステップでは、出口部３４内へ房水を流れ込ませるように、中央
部３６のチューブが圧縮される。例えば、中央部の圧力を低下するステップは、どんな通
常の方法、例えば、電気または熱電気源（例えば、バッテリー）機構により変換されたエ
ネルギーを利用して、チューブ壁を径方向外側に引くことによっても達成することができ
る。あるいは、中央部３６の壁の材料に弾性があることによって、壁が、圧縮されていな
い状態に「跳ね」返るかまたはそうなるように支援され得る。中央部３６内の圧力を低下
させる別の方法は、ポンプボディから離して配置された吸引ポンプに接続することによる
。
【００４７】
　埋め込み可能なポンプのストロークごとの吸出量（ΔＶ）は、ストローク回数により異
なる。眼パルスポンプは、約７２サイクル／分（心拍数）で作動し、眼の房水産生の速度
（一般に２．４μｌ／分）と等しい速度で吸い出す必要がある。したがって、
【００４８】
　数１　　ΔＶ＝（２．４μl／分）／（７２サイクル／分）＝０．０３μl／サイクル
　約１サイクル／２０秒で作動する瞬目圧力パルス駆動ポンプは、以下のストローク量で
房水を吸い出す必要がある。
【００４９】
　数２　　ΔＶ＝（２．４μｌ／分）／（３サイクル／分）＝０．８μｌ／サイクル
　図４は、眼の小柱ポンプステントとしてシュレム管内に埋め込まれている、圧力パルス
駆動されるポンプを示す。一実施形態では、前房からの圧力の脈動は、小柱網を押し、小
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柱網は、今度は、埋め込まれたポンプの中央部３６の可撓性のある壁を押す。別の実施形
態では、圧力の脈動は、バッテリー機構によって電気に変換され、電気は、中央部の可撓
性のあるチューブの壁を押すための機械式の圧縮ユニットを駆動するために使用される。
いくつかの態様では、ポンプ流出口または出口は、シュレム管内に配置され、房水は、コ
レクタチャネルおよび強膜上静脈から眼を出ていく。他の変形は、出口を、コレクタチャ
ネル、房水静脈、強膜上静脈、および結膜下の空間に配置し延ばすことを含む。ポンプへ
の入口（矢印３１により示す）は、眼１０の前房２０内に配置される。
【００５０】
　図５は、前方に角度をつけた埋め込み位置に配置された圧力パルス駆動されるポンプを
示す。この例では、ポンプは、アンカー３７およびポンプ出口３４によって、小柱網２１
およびシュレム管２２内へ固定される。これによって、ポンプは、眼の前方に角度をつけ
て、小柱網に対してしっかり保持される。あるいは、アンカーの場所は、他の周囲の組織
にしてもよく、ポンプは、駆動圧力パルス３８に露出または連結される限り、眼の他の部
分に配置することができる。入口は、前房２０内にあり、また出口は、シュレム管２２、
または種々の下流の構造体のどれにでも配置される。あるいは、ポンプ出口は、虹彩また
は眼の壁内の静脈内に配置することができる。アンカーではなく、ポンプは、ばねの力、
あるいは環状の部品（または円形部）など他の仕組みによって、円形ばねが伸長すること
によりインプラントが前方の角度に押し付けられる角度で、所定位置に保持可能である。
【００５１】
　図６は、デュアルチェックバルブポンプの過剰圧力防止機構を開示する。眼内圧が、バ
ルブの開口圧力を超過した場合、ポンプによって、流れが妨げられず、眼内圧を所望の範
囲内に低く調節することができる。このように、ポンプは、眼が達し得る最大圧力を制限
可能に設計されている。これは、休止期間、またはサイクル回数が減少した期間であって
、ポンプが、房水産生に遅れないように適切な速度で吸い出しをしていない期間に、特に
有用な場合がある。
【００５２】
　過剰圧力保護機能に相補的に、ポンプはまた、図７に示す低圧保護機能も組み込んでい
る。眼内圧が、低い閾値、例えば６ｍｍＨｇを下回らないようにすることが望ましい。低
い閾値より下のどんな眼内圧も、低圧と考えられ、脈絡膜出血、脈絡膜分離などを引き起
こすので、眼に危険である。バルブにおける圧力の相違が、バルブの開口圧力ほど大きく
ない限り、バルブは開口しないことから、ポンプは、自己制御式である。最大の眼内圧が
閾値圧力より低い場合、バルブは開口せず、房水が、ポンプ出口から眼を出て行くことは
なくなる。眼内圧が、毛様体からの房水の流入または産生によって上昇するまで、ポンプ
は、機能しない。
【００５３】
　図８は、眼の眼内圧調節用のＩＯＰセンサを有する小柱網ポンプステントを図示するブ
ロック図を示す。破線５５内のブロック要素は、好ましい実施形態では眼内に配置される
ことになっている。いくつかの実施形態の実施では、患者の目標ＩＯＰレベル４９が、定
められる。遠隔制御装置４６を用いてその情報にログインし、ポンプステントシステムの
一部分である、埋め込まれたポンプエレメント５４に無線送信される。目標ＩＯＰレベル
は、ＩＯＰセンサ４３が検知したＩＯＰデータと比較される。小柱ポンプステントは、Ｉ
ＯＰレベルが、検知されたＩＯＰより低い場合、機能する。
【００５４】
　好ましい一実施形態では、目標ＩＯＰレベルを達成するために、ダブルチェックバルブ
を有する小柱ポンプ４０は、目標ＩＯＰに達するまで、前房２０からシュレム管２２また
はその下流へ房水を吸い出し始める。吸い出しは、動力源１５０により動力が供給される
機械式ポンプエレメント５４で行うことができ、動力源１５０は、機械または電気エネル
ギー源を含み得る。
【００５５】
　好ましい実施形態では、目標ＩＯＰデータは、ポンプエレメント５４に遠隔送信される



(11) JP 4258657 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

。一方、ＩＯＰセンサ４３により測定されたＩＯＰデータは、測定されたＩＯＰがＩＯＰ
閾値より高い場合常に、ポンプを作動させるために、ポンプエレメント５４に送られる。
【００５６】
　ＩＯＰセンサおよび送信機
　遠隔外部制御装置４６からの遠隔作動信号に続いてまたはそれに応答して、信号を送信
する圧力センサ４３を提供することが、本発明の一態様である。センサは、センサへ動力
を供給するエネルギー手段と、圧力を測定しそれを示す検知信号を生成する検知手段と、
遠隔制御装置４６にＩＯＰデータを送信する送信手段とを備え得る。一実施形態では、送
信機は、無線周波送信機である。
【００５７】
　眼内圧センサは、例えばアビタ他への米国特許第６，５７９，２３５号明細書に記載さ
れており、その全体は、参照によってここに組込まれる。
【００５８】
　別の態様では、外部制御装置またはディスプレイへ、あるいは圧力調節用のポンプエレ
メントへＩＯＰデータを送信するために、点滅ＬＥＤ（発光ダイオード）を使用してもよ
い。一実施形態では、点滅ＬＥＤは、ＩＯＰデータを電気信号に変換する変換器に接続さ
れる。ＬＥＤ技術は、当業者には周知である。
【００５９】
　別の態様では、眼内圧を測定し、測定した圧力を示す信号を生成するための圧力センサ
を、小柱ポンプステントに装着する。その後、この信号は、ポンプエレメント５４に転送
される。
【００６０】
　ＩＯＰの連続モニタについては、センサのプロトタイプは、螺旋形のインダクタ－ダイ
アフラムに基づいたコンデンサから形成された容量誘導性回路を備える。ＩＯＰレベルの
変化を検知すると、圧力によりダイアフラムの位置が変化することによって、回路の周波
数が変化する。ＩＯＰモニタは、遠隔測定法で行なわれ、眼に触れる必要はない。いくつ
かの実施形態では、センサは、外部のピックアップコイルに依存し、ピックアップコイル
は、眼鏡などの目立たない器具に配置することができる。プロトタイプは、直径が１．３
ｍｍ～６ｍｍで、感度が１．２～１．４ｍｍＨｇである。
【００６１】
　図９は、測定されたＩＯＰデータを提供するための検知手段を有する、圧力パルス駆動
されるポンプインプラントの一実施形態を示す。小柱ポンプステント４０は、第１のチェ
ックバルブ３５Ａおよび第２のチェックバルブ３５Ｂと接する、入口部３３と、出口部３
４と、中央部３６とを備える。ポンプステント４０はさらに、ＩＯＰセンサ４３を備え、
ＩＯＰセンサ４３は、ポンプエレメント５４にデータを送る。一態様では、ポンプエレメ
ント５４は、中央部３６の壁に密接させて接着されるかまたはその周りに巻かれ、チュー
ブの壁を拡張させ得る吸引を行い、またチューブの壁を圧縮させ得る圧力を提供すること
ができる。ポンプエレメント５４に、機械エネルギーを電気エネルギーに変換することを
含めて、種々のエネルギー源から引き出される機械エネルギーまたは電気を供給可能であ
る。
【００６２】
　本発明のいくつかの態様は、眼内ポンプシステムを提供し、目標ＩＯＰレベルを設定す
ること、リアルタイムのＩＯＰを検知すること、目標レベルと比較すること、一度検知さ
れたＩＯＰが目標ＩＯＰより高ければ、前房から房水を吸い出すことを含む。
【００６３】
　前の説明から、眼内圧の調節のためにＩＯＰを検知し目標レベルに調節する新規な方法
が、開示されたことを理解すべきである。本発明を、特定の実施形態に関して説明してき
たが、本説明は、単に例示的であって、本発明を限定するものと解釈すべきではない。添
付の特許請求の範囲およびそれらの均等物により説明されるように、本発明の真の精神お
よび範囲を逸脱せずに、当業者は、様々な変更および適用を行うことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】眼の断面図である。
【図２】眼の小柱網および前房の解剖図を示す、拡大断面図である。
【図３Ａ】埋め込まれた小柱網ステントとしての圧力パルス駆動型ポンプの作動概略図で
ある。
【図３Ｂ】埋め込まれた小柱網ステントとしての圧力パルス駆動型ポンプの作動概略図で
ある。
【図３Ｃ】埋め込まれた小柱網ステントとしての圧力パルス駆動型ポンプの作動概略図で
ある。
【図４】シュレム管の埋め込み位置にある圧力パルス駆動型ポンプの一実施形態である。
【図５】前方に角度をつけた埋め込み位置にある圧力パルス駆動型ポンプの別の実施形態
である。
【図６】過剰圧力防止機構の図である。
【図７】圧力低下防止機構の図である。
【図８】眼の眼内圧を調節するポンプおよびセンサ機能を示す概略図である。
【図９】圧力パルス駆動型ポンプインプラントの一実施形態の図である。

【図１】 【図２】
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【図３Ｃ】 【図４】
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【図７】 【図８】



(15) JP 4258657 B2 2009.4.30

【図９】



(16) JP 4258657 B2 2009.4.30

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  スメッドリー　グレゴリー
            アメリカ合衆国　９２６５６　カリフォルニア　アリソ　ビエホ　クリムゾン　キャニオン　１５
(72)発明者  ハフナー　デイビッド
            アメリカ合衆国　９２６９２　カリフォルニア　ミッション　ビエホ　ヴィア　サン　フェルナン
            ド　２４６８１
(72)発明者  チュ　ホーシェン
            アメリカ合衆国　９２６５７　カリフォルニア　ニューポート　ビーチ　リズ　１５
(72)発明者  ガリブ　モルテザ
            アメリカ合衆国　９１１０８　カリフォルニア　サン　マリノ　サウス　バークリー　アヴェニュ
            ー　５５６

    審査官  芦原　康裕

(56)参考文献  国際公開第０１／０９４７８４（ＷＯ，Ａ１）
              米国特許第０５４３３７０１（ＵＳ，Ａ）
              国際公開第０１／０７８６３１（ＷＯ，Ａ２）
              米国特許第０６５８９１９８（ＵＳ，Ｂ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61F   9/007
              A61M   1/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

