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(57)【要約】
細胞および組織の可逆的エレクトロポレーションおよび
不可逆的エレクトロポレーションを導くために使用され
る、導電率が調整されたゲル組成物を開示する。前記ゲ
ル組成物は、細胞および組織に温熱療法を行う目的でも
同様の様式で使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織の細胞がエレクトロポレーションを受けるような量の電流をゲルと接触している組
織に印加する組織エレクトロポレーション処置のための、周囲組織に対して所定の導電率
を有するゲル組成物の製造における、ゲルの使用。
【請求項２】
　電流を印加した場合にゲルを流れる電流が実質的になくかつエレクトロポレーションを
受ける組織の特定の標的領域に電流が導かれるように、該ゲルの導電率が周囲組織の導電
率より十分に低い、請求項1記載の使用。
【請求項３】
　ゲルの導電率が周囲組織の導電率と実質的に同じであり、かつ、電流を印加した場合に
均一な電場が印加されて標的組織の特定の領域の細胞がエレクトロポレーションを受ける
、請求項1記載の使用。
【請求項４】
　ゲルが治療活性薬物を含む、請求項1記載の使用。
【請求項５】
　ゲルが、水および固相ポリマー鎖からなるヒドロゲルである、請求項1記載の使用。
【請求項６】
　所定の濃度のイオンをゲル中に組み入れることによって該ゲルの導電率が調整される、
請求項1記載の使用。
【請求項７】
　イオンがゲル中のNaClに由来する、請求項6記載の使用。
【請求項８】
　エレクトロポレーションが可逆的である、請求項1～7のいずれか一項記載の使用。
【請求項９】
　エレクトロポレーションが不可逆的である、請求項1～7のいずれか一項記載の使用。
【請求項１０】
　正常な細胞透過性を壊すのに十分な温度変化を組織の細胞が受けるような量の電流をゲ
ルと接触している組織に印加する組織エレクトロポレーション処置のための、周囲組織に
対して所定の導電率を有するゲル組成物の製造における、ゲルの使用。
【請求項１１】
　温度変化が、細胞死をもたらすように細胞透過性を変化させるのに十分である、請求項
10記載の使用。
【請求項１２】
　正常な細胞透過性を壊すのに十分な温度変化を起こすようなレベルでエレクトロポレー
ション処置が行われる、請求項1記載の使用。
【請求項１３】
　エレクトロポレーションを受ける領域の周囲の組織に対して所定の導電率を持つゲル；
　該ゲルを注入するためのシリンジ；
　患者に挿入されたときに電極間に電流をもたらすための第一および第二の電極；ならび
に
　エレクトロポレーションを行うための説明書
を含む、エレクトロポレーションを行うためのキット。
【請求項１４】
　ゲルが治療活性薬物を含む、請求項13記載のキット。
【請求項１５】
　ゲルが、水および固相ポリマー鎖からなるヒドロゲルである、請求項13記載のキット。
【請求項１６】
　所定の濃度のイオンをゲル中に組み入れることによって該ゲルの導電率を調整するため
の添加剤をさらに含む、請求項13記載のキット。
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【請求項１７】
　添加剤がNaClを含む、請求項16記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、概してゲルおよびゲルを用いて実施される手法に関し、より具体的には、組
織の不可逆的エレクトロポレーションおよび温熱療法の実施に使用される、導電率が特異
的に調整されたゲルに関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　エレクトロポレーションまたは電気透過化処理（electropermeabilization）とは、細
胞を短時間（マイクロ秒～ミリ秒）かつ高電圧の電場パルスに曝露することによってイオ
ンおよび高分子に対する細胞膜の透過性が高まる現象である（E. Neumann, M. Schaeffer
-Ridder, Y. Wang, P.H. Hofschneider, Gene transfer into mouse lymphoma cells by 
electroporation in high electric fields, EMBO J 1 (1982) 841-845（非特許文献1）
）。実験では、電気パルスの印加により、パルスの振幅、長さ、波形、反復回数、および
パルス間隔など種々のパルスパラメータに応じて、細胞膜に対する複数の異なる作用が生
じうることが示されている。これらパラメータに応じて、電気パルスの印加は何も作用を
生じないか、可逆的エレクトロポレーションとして知られる一時的な透過化作用を生じる
か、または不可逆的エレクトロポレーションとして知られる永久的な透過化をもたらす可
能性がある。可逆的および不可逆的なエレクトロポレーションのいずれも生物工学および
医学において重要な用途を持つ。
【０００３】
　現在、可逆的エレクトロポレーションは、微生物および培養中の細胞に対してトランス
フェクションおよび高分子の導入を行うかまたは各細胞から高分子を除去するため、広く
使用されている。不可逆的エレクトロポレーションは微生物由来の液体培地を滅菌するた
めに使用されている。可逆的エレクトロポレーションは過去10年の間に、インビボ遺伝子
治療のため（電気遺伝子治療（electrogenetherapy））（M.J. Jaroszeski, R. Heller, 
R. Gilbert, Electrochemotherapy, electrogenetherapy, and transdermal drug delive
ry: electrically mediated delivery of mollecules to cells, Humana Press, Totowa,
 New Jersey, 2000（非特許文献2）; D.A. Dean, Nonviral gene transfer to skeletal,
 smooth, and cardiac muscle in living animals, Am J Physiol Cell Physiol 289 (20
05) C233-245（非特許文献3）; L.M. Mir, P.H. Moller, F. Andre, J. Gehl, in Advanc
es in Genetics, Academic Press, 2005, pp. 83-114（非特許文献4））、および望まし
くない細胞内への抗癌薬の浸透を高めるため（電気化学療法）（A. Gothelf, L.M. Mir, 
J. Gehl, Electrochemotherapy: results of cancer treatment using enhanced deliver
y of bleomycin by electroporation, Cancer Treat. Rev. 29 (2003) 371-387（非特許
文献5））、生きている組織に使われはじめた。最近では、不可逆的エレクトロポレーシ
ョンも、アジュバント薬の使用を伴わずに望ましくない組織を除去するための低侵襲手術
手法として組織での使用が見出されている（R.V. Davalos, L.M. Mir, B. Rubinsky, Tis
sue Ablation with Irreversible Electroporation, Ann. Biomed. Eng. 33 (2005) 223
（非特許文献6）; L. Miller, J. Leor, B. Rubinsky, Cancer cells ablation with irr
eversible electroporation, Technology in Cancer Research and Treatment 4 (2005) 
699-706（非特許文献7）; J. Edd, L. Horowitz, R.V. Davalos, L.M. Mir, B. Rubinsky
, In-Vivo Results of a New Focal Tissue Ablation Technique: Irreversible Electro
poration, IEEE Trans. Biomed. Eng. 53 (2006) 1409-1415（非特許文献8））。
【０００４】
　エレクトロポレーションは、細胞膜の各点における局所膜間電位に依存する動的な現象
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である。与えられたパルス幅および波形に対して、エレクトロポレーション現象が発現す
るための特異的な膜間電位閾値が存在する（0.5 V～1 V）ことが、一般に認められている
。このことから、エレクトロポレーションに関する電場強度閾値（Eth）の定義が導かれ
る。すなわち、E≧Ethの領域内にある細胞だけがエレクトロポレーションされる。第二の
閾値（Eth_irr）に達するかまたはこれを超えると、エレクトロポレーションにより細胞
の生存度が損なわれうる、すなわち不可逆的エレクトロポレーションが生じる。
【０００５】
　組織内に生じる電場を正確に制御することはエレクトロポレーション療法にとって重要
である（J. Gehl, T.H. Sorensen, K. Nielsen, P. Raskmark, S.L. Nielsen, T. Skovsg
aard, L.M. Mir, In vivo electroporation of skeletal muscle: threshold, efficacy 
and relation to electric field distribution, Biochimica et Biophysica Acta 1428 
(1999) 233-240（非特許文献9）; D. Miklavcic, D. Semrov, H. Mekid, L.M. Mir, A va
lidated model of in vivo electric field distribution in tissues for electrochemo
therapy and for DNA electrotransfer for gene therapy, Biochimica et Biophysica A
cta 1523 (2000) 73-83（非特許文献10）; D. Miklavcic, K. Beravs, D. Semrov, M. Ce
mazar, F. Demsar, G. Sersa, The Importance of Electric Field Distribution for Ef
fective in vivo Electroporation of Tissues, Biophys. J. 74 (1998) 2152-2158（非
特許文献11））。例えば、可逆的エレクトロポレーションでは、関心対象の領域において
均一な電場（Eth≦E＜Eth_irr）を発生させ、かつ、処置対象でない領域においてはゼロ
電場を発生させることが望ましい。現在、エレクトロポレーション中の電場分布の最適化
は、最適な電極構成を設計することによって行われている（G.A. Hofmann, in M.J. Jaro
szeski, R. Heller, R.A. Gilbert (Editors), Electrochemotherapy, electrogenethera
py and transdermal drug delivery: electrically mediated delivery of molecules to
 cells, Humana Press, Totowa, New Jersey, 2000, pp. 37-61（非特許文献12））。し
かし、特に形状が不規則な組織をエレクトロポレーションする場合または特定の組織領域
の保護が必要なときなど、最適な電場を得るために電極構成だけでは十分でない場合があ
る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】E. Neumann, M. Schaeffer-Ridder, Y. Wang, P.H. Hofschneider, Gen
e transfer into mouse lymphoma cells by electroporation in high electric fields,
 EMBO J 1 (1982) 841-845
【非特許文献２】M.J. Jaroszeski, R. Heller, R. Gilbert, Electrochemotherapy, ele
ctrogenetherapy, and transdermal drug delivery: electrically mediated delivery o
f mollecules to cells, Humana Press, Totowa, New Jersey, 2000
【非特許文献３】D.A. Dean, Nonviral gene transfer to skeletal, smooth, and cardi
ac muscle in living animals, Am J Physiol Cell Physiol 289 (2005) C233-245
【非特許文献４】L.M. Mir, P.H. Moller, F. Andre, J. Gehl, in Advances in Genetic
s, Academic Press, 2005, pp. 83-114
【非特許文献５】A. Gothelf, L.M. Mir, J. Gehl, Electrochemotherapy: results of c
ancer treatment using enhanced delivery of bleomycin by electroporation, Cancer 
Treat. Rev. 29 (2003) 371-387
【非特許文献６】R.V. Davalos, L.M. Mir, B. Rubinsky, Tissue Ablation with Irreve
rsible Electroporation, Ann. Biomed. Eng. 33 (2005) 223
【非特許文献７】L. Miller, J. Leor, B. Rubinsky, Cancer cells ablation with irre
versible electroporation, Technology in Cancer Research and Treatment 4 (2005) 6
99-706
【非特許文献８】J. Edd, L. Horowitz, R.V. Davalos, L.M. Mir, B. Rubinsky, In-Viv
o Results of a New Focal Tissue Ablation Technique: Irreversible Electroporation
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, IEEE Trans. Biomed. Eng. 53 (2006) 1409-1415
【非特許文献９】J. Gehl, T.H. Sorensen, K. Nielsen, P. Raskmark, S.L. Nielsen, T
. Skovsgaard, L.M. Mir, In vivo electroporation of skeletal muscle: threshold, e
fficacy and relation to electric field distribution, Biochimica et Biophysica Ac
ta 1428 (1999) 233-240
【非特許文献１０】D. Miklavcic, D. Semrov, H. Mekid, L.M. Mir, A validated model
 of in vivo electric field distribution in tissues for electrochemotherapy and f
or DNA electrotransfer for gene therapy, Biochimica et Biophysica Acta 1523 (200
0) 73-83
【非特許文献１１】D. Miklavcic, K. Beravs, D. Semrov, M. Cemazar, F. Demsar, G. 
Sersa, The Importance of Electric Field Distribution for Effective in vivo Elect
roporation of Tissues, Biophys. J. 74 (1998) 2152-2158
【非特許文献１２】G.A. Hofmann, in M.J. Jaroszeski, R. Heller, R.A. Gilbert (Edi
tors), Electrochemotherapy, electrogenetherapy and transdermal drug delivery: el
ectrically mediated delivery of molecules to cells, Humana Press, Totowa, New Je
rsey, 2000, pp. 37-61
【発明の概要】
【０００７】
　周囲組織に対して所定の導電率を持つゲルを患者に挿入する段階を含む、組織のエレク
トロポレーションを行う方法を開示する。組織中の細胞が不可逆的エレクトロポレーショ
ンに供されるような量の電流が組織に印加される。ゲルが絶縁体として作用し、標的組織
において不可逆的エレクトロポレーションを受ける特定の領域だけを流れるように電流を
導くよう、ゲルの導電率を周囲組織の導電率より十分低く調整してもよい。ゲルの導電率
を、周囲組織の導電率と実質的に同じであり、電流が印加されたときに均一な電場が印加
されて標的組織の特定領域が不可逆的エレクトロポレーションを受けるように調整しても
よい。ゲルは水の液相およびコラーゲンなどのポリマーの固相からなってもよく、かつ、
治療活性のある薬物をさらに含んでいてもよい。ゲルの導電率は所定の濃度のイオンを組
み入れることによって調整してもよく、イオンは塩化ナトリウム由来であってもよい。
【０００８】
　エレクトロポレーション、すなわち短い電場パルスによる細胞膜の透過化は、インビボ
遺伝子治療、薬物療法、および低侵襲組織切除を目的として組織に使用される。エレクト
ロポレーションを成功させるにはパルス印加中に生じる電場分布を正確に制御する必要が
ある。
【０００９】
　制御されたインビボエレクトロポレーションに必要である正確な電場を発生させるため
、電解性および非電解性の添加剤、例えばゲルが使用される。本発明は、固体電極に基づ
く現行のエレクトロポレーション法の制限のいくつかを克服する、このアプローチに基づ
く一連の技法を含む。
【００１０】
　本明細書では、有限要素コンピュータシミュレーションを使用して、形状の不規則な臓
器および内腔の処置など種々の用途を示す。この概念の実施可能性は、不可逆的エレクト
ロポレーションを施したラット肝臓によりインビボで実験的に示された。
【００１１】
　本発明は、処置組織の電気特性を調節するため、または組織エレクトロポレーション中
に電場を最適化する手段として組織もしくは電極の幾何学形状を修正するために、添加剤
を使用する。添加剤には、さまざまな導電率の流体の使用が含まれ、さらにより具体的に
はさまざまなイオン含量のゲルの使用が含まれる。ゲルは、固体としての挙動が可能であ
りかつシリンジで容易に注入することが可能であるため、特に興味深い。
【００１２】
　この概念の用途は多数あり、そのうちいくつかを以下に列挙する。本発明は、この概念
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のさらなる可能な用途を、幅広く提供する。
【００１３】
　本発明のひとつの局面は、可逆的エレクトロポレーションまたは不可逆的エレクトロポ
レーションを含みうるエレクトロポレーションに関連して有用であるよう、導電率の点に
おいて調整されたゲルを含む。
【００１４】
　本発明の別の局面は、可逆的エレクトロポレーション、不可逆的エレクトロポレーショ
ン、および温熱療法などのいずれかを実施するのに使用される構成要素からなるキットで
あって、導電率が調整されたゲルと、方法を実施するための説明書と、ゲル内に含まれて
いてもよい添加剤とを含んでいてもよいキットである。
【００１５】
　本発明のまた別の局面は、組織の細胞がエレクトロポレーションを受けるような量の電
流をゲルと接触している組織に印加する組織エレクトロポレーション処置のための、周囲
組織に対して所定の導電率を有するゲル組成物の製造におけるゲルの使用である。
【００１６】
　別の局面は、電流が印加されたときにゲルを流れる電流が実質的になくかつエレクトロ
ポレーションを受ける組織の特定標的領域に電流が導かれるように周囲組織の導電率より
十分に低い導電率を有するゲルの使用である。
【００１７】
　本発明のさらに別の局面は、周囲組織の導電率と実質的に同じ導電率を有し、かつ、電
流が印加されたときに均一な電場が印加されて標的組織の特定領域の細胞がエレクトロポ
レーションを受けるゲルの使用である。
【００１８】
　本発明の別の局面は、正常な細胞透過性を壊すのに十分な温度変化を組織の細胞が受け
るような量の電流をゲルと接触している組織に印加する組織エレクトロポレーション処置
のための、周囲組織に対して所定の導電率を有するゲル組成物の製造における、ゲルの使
用である。
【００１９】
　本発明のこれらおよび他の目的、利点、および特徴は、以下にさらに詳しく説明する具
体的な態様の詳細を読むことによって当業者に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明は、以下の詳細な説明を添付の図面とともに読むことによって最もよく理解され
る。強調される点として、慣例に従い、図面の種々の特徴は縮尺通りではない。むしろ、
種々の特徴の寸法は、明白性のため任意に拡大または縮小されている。添付の図面には以
下の図が含まれる。
【図１】下の組織を保護する一方で他の組織が不可逆的エレクトロポレーションを受ける
ことを可能にするために組織の下で絶縁体として使用される非導電性のゲルを示した概念
断面図であり、上部の組織は2つの電極の間に位置している。
【図２】図2には図2Aおよび図2Bが含まれる。図2Aは下の組織を保護するための絶縁体と
して使用されるゲルを示しており、図2Bは血管などの脈管内のゲルを示している。
【図３】図3には図3Aおよび図3Bが含まれる。図3Aは2種類の組織、ゲル、および2つの電
極を示しており、図3Bは発生する電場の概念図である。
【図４】図4には、2つの電極間で行われているエレクトロポレーションのシミュレーショ
ンの概念図をそれぞれ示した図4A、図4B、図4C、および図4Dが含まれる。図4Aおよび図4B
に示す概念モデルはゲルがある場合のシミュレーションより得られた電場強度を示し、図
4Cは導電率を一致させた（matched）ゲルを用いない場合の電場強度のシミュレーション
を示し、図4Dは電極により提供される電圧を高めた場合の図4Cの結果を示している。
【図５】図5には図5A、図5B、図5C、および図5Dが含まれる。図5Aはエレクトロポレーシ
ョンシステムの概念斜視図を示し、図5Bは、特定の電場分布を提供する6つの電極により
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発生した電場の概念図を示している。図5Dではより均一な電場を提供するために導電率を
一致させた添加剤で血液が置換されている状態を、図5Cおよび図5Dで比較している。
【図６】図6には図6Aおよび図6Bが含まれる。図6Aは皮膚と筋肉との間にゲルが置かれて
いる概念断面図を示し、図6Bは発生する電場の概念図を示している。
【図７】図7には図7Aおよび図7Bが含まれる。図7Aは血管周囲の外部電極を、図7Bは血管
などの脈管内における構成要素の概念的な位置決めを示している。
【図８】肝臓の一部に相対的に位置決めされた電極の概念斜視図である。
【図９】図9には、発生する電場の概念図を示す図9Aおよび図9Bが含まれる。図9Aはゲル
がない場合の電場を、図9Bはゲルがある場合の電場を示している。
【図１０】エレクトロポレーションを施したラット肝葉の図である。
【図１１】図11には図11Aおよび図11Bが含まれる。図11Aは肝臓の先端を示す顕微鏡写真
で、赤血球が矢印で示されている。図11Bは中心静脈を示す別の顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
発明の詳細な説明
　本発明のゲル、キット、および方法を説明する前に、本発明は、説明される特定の態様
に限定されるわけではなくしたがって当然ながら変動しうることが、理解されるべきであ
る。本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限定されるのであるから、本明細
書で使用する用語は特定の態様を説明することのみを目的とし限定的な意図はないことも
また理解されるべきである。
【００２２】
　ある範囲の値が示される場合、特記されない限り下限の単位の10分の1まで、その範囲
の上限と下限との間にある各中間値も具体的に開示されるものと理解される。言明された
範囲内の言明値または中間値と、その言明された範囲内の任意の別の言明値または中間値
との間のより小さな範囲それぞれも、本発明に含まれる。これら小範囲の上限および下限
は、独立に、その範囲に含まれても含まれなくてもよく、上限および下限のいずれかもし
くは両方が小範囲に含まれるかまたはいずれも含まれない各範囲も本発明に含まれ、言明
された範囲内に特定の除外限界値がある場合はその対象となる。言明された範囲が一方ま
たは両方の限界値を含む場合、これらの含まれる限界値のいずれか一方または両方を除外
した範囲もまた本発明に含まれる。
【００２３】
　特に断りがない限り、本明細書で使用されるすべての技術用語および科学用語は、本発
明が属する分野の当業者に一般的に理解されているのと同じ意味を持つ。本発明の実施ま
たは検証においては本明細書に記載のものと類似または同等の任意の方法および物質が使
用可能であるが、可能性がありかつ好ましいいくつかの方法および物質を以下に記載する
。本明細書中で言及するすべての刊行物は、それと組み合わせて刊行物が引用されている
方法および／または物質を開示および記載するため、参照により本明細書に組み入れられ
る。本開示は、矛盾が存在する範囲において、組み入れられる刊行物のいかなる開示にも
優先することが理解される。
【００２４】
　本明細書および添付の特許請求の範囲で使用される単数形「1つの（a）」、「1つの（a
n）」および「その（the）」は、特に断りがない限り複数形も含むことを留意されたい。
したがって例えば、「1つのゲル（a gel）」という言及には複数のゲルが含まれ、「その
イオン（the ion）」という言及には1つまたは複数の異種類のイオンおよび当業者に公知
のその同等物が含まれる。他の表現も同様である。
【００２５】
　本明細書で言及する刊行物は、本出願の提出日より先に開示されたという理由でのみ提
供される。本明細書におけるいかなる記載も、先行発明によるそのような発表に先行する
権利を本発明が有さないことの承認として解釈されるべきでない。さらに、提供される発
表日は実際の発表日と異なる可能性があり、独自に確認を要する場合がある。
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【００２６】
定義
　本明細書において「ゲル（gel）」という用語は、コロイド溶液から作製される、見か
け上は固体のゼリー状物質を指すために使用される。重量では、大多数のゲルは液体であ
るが、固体のような挙動を示す。例としては、ゼラチン、および手術との関連で使用され
る市販のゲル材料などが挙げられる。ただし本発明との関連においては、ゲルの導電率を
上昇または低下させるために塩化ナトリウムの濃度など異なるイオン濃度を使用して、ゲ
ルの導電率が調整される。典型的なゲルは、液相として水、および固相として薬学等級の
コラーゲンなどのポリマーを含む。ゲルは、容易に溶解しないコロイド状態の物質で構成
された、いくらか弾性の半固体物質であると考えられる。本発明との関連において、ゲル
を、電流の流れおよび／または熱伝導に対する遮断を提供するよう調整することができる
。ナノサイズ粒子（直径1ミクロン未満、0.1ミクロン未満、または直径0.01ミクロン未満
）を含む金属粒子を少量含めることによって、ならびに、液相に溶解されてゲルのコロイ
ド溶液の一部となった溶解金属およびイオンを含めることによって、ゲルを変化させるこ
とができる。
【００２７】
組織の電気特性または電極-組織境界面の調整（1.1）
　エレクトロポレーションにおいて異なる組織層を横切って電流が流されると、より高い
抵抗率を有する組織はより強い電場に供される。したがって、一部の組織層は他の組織層
よりエレクトロポレーションが起きやすくなる。このことは必ずしも不都合ではないが、
ジュール効果があるため、一部の組織を可逆的にエレクトロポレーションするには他の組
織を焼くとは言わないものの不可逆的にエレクトロポレーションする必要があることを示
唆しうる。さらに、抵抗率の高い層における電圧低下は大きく、多くの場合は制御不能で
ある。したがってこれらの場合は、関心対象の領域で十分な電場が発生するのに必要な外
部電圧を評価することが困難になる。
【００２８】
　さらに、電極-組織境界面のインピーダンスも同じ意味で不都合である。電極表面では
、電子輸送（電極金属）をイオン輸送（組織）に変換する電子交換反応が生じる。このよ
うな変換もまた、イオンの利用可能性およびその移動度など種々の要因に依存しうる、抵
抗とその結果生じる電圧低下とを示唆している。
【００２９】
　この両方の現象が組み合わさった事例の1つは、皮膚を折り畳んで、その折り畳みの向
かい合う側面上の平行板を用いてエレクトロポレーションを行う、スキンフォールドエレ
クトロポレーション（skin-fold electroporation）技法である（U. Pliquett, R. Elez,
 A. Piiper, E. Neumann, Electroporation of subcutaneous mouse tumors by trapeziu
m high voltage pulses, Bioelectrochemistry 62 (2004) 83-93）。多くの場合、皮膚の
生存している組織層が処置の対象となるが、一方、最上層である角質層は抵抗率が高いた
め処置の障害となる。さらに、この場合の電極-組織境界面はどちらかといえば乾燥して
いるため、イオンの利用可能性および移動度が低く、かつ、関連する境界面の抵抗がかな
り高い。事実このことは、エレクトロポレーションに関してのみならず、体外除細動など
電極を伴う種々の生体電気用途に関しても問題となる。これらの他の事例では電解性のゲ
ルおよびペーストが何十年も使用されている（L.A. Geddes, Electrodes and the measur
ement of bioelectric events, Wiley-Interscience, New York, 1972）。したがって、
エレクトロポレーションの分野においても電極と組織との間の「接触」を改善するために
研究者らがゲルを採用していたのは驚くべきことではない（J. Gehl, T.H. Sorensen, K.
 Nielsen, P. Raskmark, S.L. Nielsen, T. Skovsgaard, L.M. Mir, In vivo electropor
ation of skeletal muscle: threshold, efficacy and relation to electric field dis
tribution, Biochimica et Biophysica Acta 1428 (1999) 233-240; D. Miklavcic, K. B
eravs, D. Semrov, M. Cemazar, F. Demsar, G. Sersa, The Importance of Electric Fi
eld Distribution for Effective in Vivo Electroporation of Tissues, Biophys. J. 7



(9) JP 2010-506657 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

4 (1998) 2152-2158）。これらの構成物は、水およびイオンを供給することによって電極
-組織境界面のインピーダンスおよび皮膚最上層の導電率を両方とも改善し、一部の事例
では角質層の抵抗を減らすのを助けるため研磨剤を含むことすらある。
【００３０】
　したがって導電性のゲルはエレクトロポレーションの分野において公知である。しかし
本発明では、「接触」インピーダンスの改善に加えて、エレクトロポレーションにおいて
電解性および非電解性の添加剤およびゲルの価値ある用途がさらに多数あることを示す。
【００３１】
組織領域の絶縁（1.2）
　エレクトロポレーション中は、印加される電場による影響を組織の特定領域が受けない
よう確実を期すことが重要であることが多い。このことを実現するための可能な方法の1
つは、非導電性の、すなわち自由イオン非含有のゲルによって、処置領域を保護対象領域
から隔離することである。ただし、以下のことを考慮に入れなければならない：(1）いっ
たんゲルが組織と接触すると生体イオンが内部へと拡散を始め、その結果、しばらくする
とゲルの導電率が上昇しその絶縁体としての挙動が損なわれると考えられる；ならびに、
(2）ゲルは連続層として完全に沈積していなければならず、さもなければどのような裂け
目または穴も導電経路をもたらすと考えられる。したがって非導電性ゲルの使用は、絶縁
フィルムとしてではなくむしろ「注入可能なスペーサー」とみなすほうがよい。すなわち
、エレクトロポレーション対象領域を保護対象領域から物理的に分離するために非導電性
ゲルを使用する。
【００３２】
　図1にそのような戦略の1つの可能な適用を示す：上層1は、電極3および4による不可逆
的エレクトロポレーションによって処置される領域2を含む。領域2は皮膚黒色腫を表し、
下部の領域5は筋肉などの保護対象となる任意の皮下組織を表す。この事例において、ゲ
ル6は、針電極（E1およびE2）を適用する前にシリンジを介して皮下に注入される。この
事例と似た構造のシミュレーション結果をセクション3.1.2に示す。
【００３３】
不規則な形状の組織における電場の均一化（1.3）
　スキンフォールド法の場合のように、その間に均一な組織の平板（slab）が置かれてい
るとき、平行な2枚の板電極はほぼ均一な電場分布を発生させる。しかしセクション3.1.2
に示すように（図4C）、処置対象の組織部分が不規則な形状をしているとき、板電極は均
一な電場を発生させない。組織の電気特性を調節するために添加剤を使用するという趣旨
において、この問題に対する1つの解決法とは、エレクトロポレーション対象の組織の導
電率と等しいかまたは同程度である導電率を有するゲル（「導電率一致ゲル」）で板電極
間の空間を満たすことである。これを行うことにより、板間の物質は電気的な観点におい
て均一となり、発生する電場分布もまた均一となる。非常に大きな改善を得るためにゲル
と組織との間で導電率を完全に一致させる必要はないことを、コンピュータシミュレーシ
ョンは示している。
【００３４】
　上記に関連する仮説的事例のシミュレーション結果をセクション3.1.2に示す。この実
施例は、外部板電極により可逆的にエレクトロポレーションする必要がある、不規則な形
状の硬い腫瘍を表しうるものである。
【００３５】
　上記概念のインビボ実験による検証をセクション3.2に示す。ラット肝葉の端部を2枚の
板電極間で不可逆的にエレクトロポレーションした。電場を均一化するため、「導電率一
致ゲル」を用いて電極と肝臓表面との間の空間を満たした。
【００３６】
　組織表面の幾何学的な不規則性のほか、大血管も電場分布に大きな影響を与える可能性
がある。大血管は導電率が高いため、重大な電場不均一性をもたらしうることが予想され
うる。事実、本発明者らは、針電極によりエレクトロポレーションを行った際（本明細書
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では報告していない）に処置の不均一性を観察しており、本発明者らはこれをそのような
現象に起因するものと考えている。1つの可能な解決法は、処置対象の実質組織の導電率
と同程度の導電率をもつ流体で血管を灌流することである。近傍に血管を含む領域の可逆
的エレクトロポレーションを行った仮説的事例のシミュレーション結果をセクション3.1.
3に示す。この事例では、結果として生じる電場分布不均一のため、薄く細長い組織のみ
エレクトロポレーションを受けていない。しかし、電気化学療法による腫瘍切除の場合、
特に生存腫瘍細胞が血管に近いであろうことを考慮に入れると、これは劇的な結果をもた
らす可能性がある。セクション3.1.3における別のシミュレーション結果は、導電率を組
織に一致させた流体で血液を置換することの効果が良い影響を有することを示している。
【００３７】
注入可能な電極の実現（1.4）
　高導電率のゲルは良好な導体であり、したがって電極としても機能できる。このことは
、他の可能性のある興味深い特徴の中でも、軟らかく、注入可能で、成形可能で、かつ生
分解性である電極を実現できることを示唆している。そのような注入可能な電極の可能な
用途を本明細書において2つ説明する。
【００３８】
組織領域の遮蔽（1.4.1）
　2つの電極間に電圧が印加されると抵抗が最も小さい経路を通って電流が流れ、ほとん
どの場合その経路は最短経路と一致する。したがって、特定の組織領域がエレクトロポレ
ーションされないことを保証するための可能な1つの方法は、その領域を電極の後ろ、す
なわち電極対で挟まれる領域の外に置くことである。一部の場合においては、実際に組織
の位置をずらすかまたは分離用のスペーサーを使うことが可能である（セクション1.2）
。他の事例において、図2Aに示す戦略を用いてもよい。すなわち、保護対象の組織領域（
図2Aの下層）が両電極間の領域の外になるように埋め込み電極を構築する。
【００３９】
　図2Aに示す例は、筋肉および他のより深部の構造5を保護する必要があるる、皮膚1のエ
レクトロポレーションの事例を示している。この過程はシリンジによってゲル6を皮下に
注入することから始まる。次に、軸上に電気絶縁体8を有する同じ注射針7または皮膚とゲ
ル6とに通したワイヤを、ゲル領域（注入された電極）とパルス発生器端子との間の電気
接続用に使用する。この方法により、概ね、ゲル6と上部電極9との間の皮膚2だけがエレ
クトロポレーションされる。提唱されるこの方法の1つの興味深い特徴は、注入可能な電
極10を処置対象の領域2の形態に適合させてもよいことである。
【００４０】
　特定の組織領域5を保護するための注入可能な電極10の使用を図2Aに示す。ゲル6および
電極10は上層の下に注入される。電圧パルスが印加されると、ゲル6と上部電極9との間の
領域だけがエレクトロポレーションされる。
【００４１】
　血管11など中空構造のエレクトロポレーションを図2Bに示す。ゲル電極12をパルス発生
器に接続するためにも使用されるカテーテル13を介して、ゲル電極12を注入する。反対側
の電極14は身体表面に置いてもよい。
【００４２】
　セクション3.1.4は、注入された電極が特定の組織領域を保護するためにどのように用
いられうるかを示す事例のシミュレーション結果を含む。ただし、この事例では、外側の
層を損傷することなく内部組織を可逆的にエレクトロポレーションすることが目的である
。
【００４３】
中空構造をエレクトロポレーションする方法（1.4.2）
　血管組織のエレクトロポレーションは、血液により提供される導電率を利用する管腔内
カテーテルによって可能である（N.B. Dev, T.J. Preminger, G.A. Hofmann, S.B. Dev, 
Sustained local delivery of heparin to the rabbit arterial wall with an electrop
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oration catheter, Catheterization and Cardiovascular Diagnosis 45 (1998) 337-345
）。しかし、胃腸管または尿路など他の場合においては、管腔内電極と臓器壁との間に天
然の電気接続媒体がない。これらの場合については、処置対象の壁と直接接続するよう設
計された可撓性の電極が提唱されている（D.M. Soden, J.O. Larkin, C.G. Collins, M. 
Tangney, S. Aarons, J. Piggott, A. Morrissey, C. Dunne, G.C. O'Sullivan, Success
ful application of targeted electrochemotherapy using novel flexible electrodes 
and low dose bleomycin to solid tumours, Cancer Letters 232 (2006) 300-310）。本
明細書において本発明者らは、導電性のゲルまたはペーストなどの本研究で研究した添加
剤がはるかに簡便でなおかつ有効な解決法となりうることを提唱する。例えば、図2Bに示
すように、電源14にさらに接続されたワイヤと接触状態になったときにエレクトロポレー
ション用電極として機能しうる導電性のゲル15を、カテーテル13を使用して脈管11に注入
してもよい。この戦略の1つの利点とは、ゲル15の調製物が治療用薬剤も含むことができ
、エレクトロポレーション用の管腔内カテーテルの場合のようにこれをバルーンまたは他
の手段により処置対象の領域内に閉じ込める必要がないことである（N.B. Dev, T.J. Pre
minger, G.A. Hofmann, S.B. Dev, Sustained local delivery of heparin to the rabbi
t arterial wall with an electroporation catheter, Catheterization and Cardiovasc
ular Diagnosis 45 (1998) 337-345）。
【００４４】
　図2Bの例において、一方の電極12は注入されたゲルであり、他方の電極14は身体表面上
の大きな電極である。特に脈管壁の導電率が周囲の実質組織より低い場合、この方法によ
りゲル15の周囲に最も強い電場が発生すると考えられ、これはほとんどの場合起こりうる
。したがって、ゲル周囲の輪状領域だけがエレクトロポレーションされる。そのような構
造をセクション3.1.5でシミュレートする。
【００４５】
　ただし、この場合において、ゲル領域と外部電極との間のインピーダンスは十分正確に
はわからないと考えられるため、必要なエレクトロポレーション電圧を演繹的に計算する
ことは些末ではないことに留意されたい。この不都合を克服するため、本発明ではエレク
トロポレーション前に内部電極と外部電極との間のインピーダンスを測定する。この測定
結果から、エレクトロポレーションの際の系の抵抗の近似値（R）が得られる。すなわち
以下

であり、上式において、JWALLはゲルと脈管壁との境界面における電流密度を示し、Iは全
電流を示し、Vはパルス発生器により印加される電圧であり、Sはゲルと脈管との間の接触
面積（2π×半径×長さ）である。次に、オームの法則により導電率（σ）と電場（E）と
電流密度との関係が次式

のように規定されているので、ゲル-脈管境界面で特定の電場（EINTERFACE）を得るのに
必要な電圧を与える式を得ることができる。

【００４６】
　脈管壁厚が脈管の直径よりはるかに小さければ、脈管壁を横切る電場は非常に均一にな
ると考えられる。
【００４７】
イオン性ゲル
　ゲルはコロイド分散であり、ここで、分散媒は液体であり、連続媒質は固体であり一般
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にはポリマー鎖のネットワークである。水が液体媒質である特定の場合において、ゲルは
ヒドロゲルとも呼ばれる。ほとんどのゲルの興味深い特性はチキソトロピーであり、すな
わちこれらは、力学的に乱されるとより流動的になる。したがって、安定した状態におい
てゲルは軟らかい固体または粘度の高い流体としての挙動を示すことができる一方、剪断
力の作用のおかげで小ゲージの針を通して容易に注入することもできる。ヒドロゲルは、
乳房インプラント、創傷被覆材、薬物送達系、電極、およびコンタクトレンズなど、種々
の医学用途に広範に使用されている。このタイプのヒドロゲルを、生体適合性、生分解性
、温度感受性、および化学物質感受性などの特徴が実現される本発明との関連において使
用することができる。
【００４８】
　所望の導電率を有する液体またはゲルを生成するための直接的な1つの方法は、自由イ
オンの含有量を制御することである。おそらく、低イオン性（hypoionic）溶液は、これ
らが短時間適用されかつ等張性となるよう非イオン種でバランスが取られているのであれ
ば、生体組織に対して有意な影響を及ぼさないだろう。一方、導電率の高いゲルはほぼ確
実に高張性を示唆する。したがって、浸透圧不均衡によるいくらかの組織損傷（細胞の脱
水により引き起こされる細胞傷害性）が予測されうる。事実、高張のゲルは切除方法とし
て提唱されている（J. Rehman, J. Landman, D. Lee, R. Venkatesh, D.G. Bostwick, C.
 Sundaram, R.V. Clayman, Needle-Based Ablation of Renal Parenchyma Using Microwa
ve, Cryoablation, Impedance- and Temperature-Based Monopolar and Bipolar Radiofr
equency, and Liquid and Gel Chemoablation: Laboratory Studies and Review of the 
Literature, Journal of Endourology 18 (2004) 83-104）。にもかかわらず、非常に高
張のゲル（23.4% NaCl）が試されたが、観察される損傷は小さいままであった。非常に幸
運なことに、本明細書に提示する理論的な結果によれば、15% NaCl（σ ≒ 240 mS/cm）
を上回る濃度を用いる必要はないと考えられる。したがって、高張ゲルの存在が必要にな
るのは短時間だけであろうことを考慮に入れると、材料の生体適合性に関する問題は軽減
または解消される。
【００４９】
　流体の導電率を制御するためにイオンを使用することの興味深い代替として、ナノテク
ノロジーで得られるものを含む微視的粒子の使用がありうる。例えば、導電率特性と、磁
場を介して操作される磁気特性とを組み合わせた粒子である。
【００５０】
方法（2）
有限要素法により計算される電場分布（2.1）
　本発明では、エレクトロポレーションを制御するための電解性および非電解性のゲルの
種々の適用を探究および説明するため数学的解析を使用する。この目的のため、本発明者
らは、導電率が一定かつ電流および電場が静的であるという仮定のもと、有限要素法（FE
M）を用いて電場分布を計算する。この方法論は本分野において以前の研究者らに使用さ
れており（D. Sel, S. Mazeres, J. Teissie, D. Miklavcic, Finite-element modeling 
of needle electrodes in tissue from the perspective of frequent model computatio
n, IEEE Trans. Biomed. Eng. 50 (2003) 1221; S.B. Dev, D. Dhar, W. Krassowska, El
ectric field of a six-needle array electrode used in drug and DNA delivery in vi
vo: analytical versus numerical solution, IEEE Trans. Biomed. Eng. 50 (2003) 129
6; K. Sugibayashi, M. Yoshida, K. Mori, T. Watanabe, T. Hasegawa, Electric field
 analysis on the improved skin concentration of benzoate by electroporation, Int
ernational Journal of Pharmaceutics 219 (2001) 107-112）、その妥当性も証明されて
いる（J. Edd, L. Horowitz, R.V. Davalos, L.M. Mir, B. Rubinsky, In-Vivo Results 
of a New Focal Tissue Ablation Technique: Irreversible Electroporation, IEEE Tra
ns. Biomed. Eng. 53 (2006) 1409-1415; D. Miklavcic, D. Semrov, H. Mekid, L.M. Mi
r, A validated model of in vivo electric field distribution in tissues for elect
rochemotherapy and for DNA electrotransfer for gene therapy, Biochimica et Bioph



(13) JP 2010-506657 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

ysica Acta 1523 (2000) 73-83）。
【００５１】
　FEMの重要な概念とは、任意の幾何学形状を、研究対象の現象に関連する微分方程式を
解くことが可能となるような小さく単純な要素へと分解することである。適切な境界条件
が与えられると、次に解の集合が得られ、完全な幾何学形状に対する近似解が提供される
。本発明では、各要素について解かれる方程式はポアソン方程式である：

上式において、σは導電率であり、Vは電圧であり、Jeは外部で発生する電流密度を示す
ベクトルであり、Qjは要素内で発生する電流（本明細書で提示するすべての場合において
ゼロ）を示す。
【００５２】
　ここで使用した具体的なFEMツールはCOMSOL Multiphysics 3.2（www.comsol.com）であ
り、シミュレーション用に選択したモードは「3D conductive media DC」である。境界条
件は、外面がすべて絶縁されていることとした。FEMツールにより四面体要素の非構造メ
ッシュが自動的に生成された。
【００５３】
　解析した事例の幾何学形状およびシミュレーションに関連するその他の詳細は次のセク
ションで述べる。特に断りがない限り、Eth = 500 V/cm（可逆的エレクトロポレーション
閾値）、Eth_irr = 1000 V/cm（不可逆的エレクトロポレーション閾値）、組織の導電率
（σ）は1 mS/cmと仮定してシミュレーションを行った。得られたグラフにおいて、黒色
はE＜500 V/cm（作用なし）、灰色は500 V/cm≦E＜1000 V/cm（可逆的エレクトロポレー
ション）、白色はE≧1000 V/cm（不可逆的エレクトロポレーション）を示す。
【００５４】
実施例
　以下の実施例は、本発明をどのように作製および使用するかについて完全な開示および
説明を当業者に提供するために提示するものであり、本発明者らが自らの発明であると考
える範囲を限定する意図はなく、以下の実験が実施されたすべてまたは唯一の実験である
ことを表す意図もない。用いた数字（例えば量、温度など）に関して正確性を確保するよ
う努力が払われているが、いくらかの実験誤差および偏りが計上されるべきである。特に
指示がない限り、割合は重量あたりの割合であり、分子量は重量平均分子量であり、温度
は摂氏温度であり、圧力は大気圧または大気圧付近である。
【００５５】
概念のインビボ立証（2.2）
　エレクトロポレーションにゲルを使用することの実現可能性を実証するため、本発明者
らは、数学的解析に加えて、ラット肝葉の端部を2枚の板電極で不可逆的にエレクトロポ
レーションする実験を実施した。
【００５６】
　本発明者らは、以前の実験的研究（J. Edd, L. Horowitz, R.V. Davalos, L.M. Mir, B
. Rubinsky, In-Vivo Results of a New Focal Tissue Ablation Technique: Irreversib
le Electroporation, IEEE Trans. Biomed. Eng. 53 (2006) 1409-1415）から、ラット肝
臓において不可逆的にエレクトロポレーションされた領域は、肉眼的（充血による暗色化
）にも顕微鏡的にも観察可能な赤血球の捕捉を30分以内に示すことを認識している。した
がって、この現象を用いて、可逆的なエレクトロポレーションを受けた領域と不可逆的な
エレクトロポレーションを受けた領域との境界面を推定でき、これによりエレクトロポレ
ーションの際の電場の分布を推定することができる。
【００５７】
実験手順（2.2.1）
　California大学（Berkeley）のOffice of Laboratory Animal Careを通じて、Charles 
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River Labsより雄性Sprague-Dawleyラット1匹（350 g）を入手した。ラットは、Institut
e of Laboratory Animal Resourcesが作成および策定しU.S. National Institutes of He
alth（NIH）が発表したPrincipals of Laboratory Animal CareおよびGuide for the Car
e and Use of Laboratory Animalsに準拠し、適切な訓練を受けた専門家による人道的な
配慮を受けた。
【００５８】
　実験は、ラット体重1 kgあたりペントバルビタールナトリウムが総量100 mg となるよ
う、Nembutal溶液（50 mg/ml ペントバルビタールナトリウム, Abbott Labs, イリノイ州
North Chicago）を腹腔内注射して動物を麻酔することから開始した。30分後、正中切開
により肝臓を露出させた。
【００５９】
　ラット肝臓の露出後、5 mm間隔で離した2つの平らな円形電極の間に肝葉を置いた。幾
何学的な不規則性をエミュレートするため、肝葉端部を2つの電極間に部分的に挿入した
。肝臓に対する電極の配置は、同時にこの事例のFEMシミュレーションのモデルでもある
、図8に示したものと類似していた。次に、空隙を導電率一致ゲルで満たし、市販のパル
ス発生器（ECM 830, Harvard Apparatus, マサチューセッツ州Holliston）によりエレク
トロポレーションパルスシーケンス（750 V、持続時間100 μs、周期100 msを8パルス）
を印加した。
【００６０】
　エレクトロポレーションシーケンスから2時間半後、動物を安楽死させ、肝臓標本を組
織学的分析用に調製した。
【００６１】
組織学（2.2.2）
　顕微鏡観察用に肝臓を現状のまま固定するため、本発明者らは、高く持ち上げた静脈内
滴注による静水圧80 mmHgの生理食塩水で脈管構造を10分間洗い流した。このことは、流
体を左心室に注入し、右心房に作った切開部から流出させることによって実現した。生理
食塩水灌流の直後に、5%ホルムアルデヒドの固定剤を同じ方法で10分間灌流させた。次に
、処置した肝葉を取り出し、同じホルムアルデヒド溶液中で保存した。次に、エレクトロ
ポレーションの影響を調べるため、処置領域の中心を通る断面についてヘマトキシリン-
エオシン染色を行った。
【００６２】
ゲルの調製（2.2.3）
　本発明者らは、標準的な生理溶液（0.9% NaCl）より濃度が20倍低い0.045% NaCl溶液か
ら生理食塩水ゲルを調製した。このような電解質含有量は約0.7 mS/cmの導電率をもたら
すと考えられる。報告されている肝臓の導電率はこれより少し高い（約1 mS/cm）可能性
があるが、シミュレーションが示すように、この違いが重大な影響をもたらすことはない
と考えられる。ゲル作製の段階は次のとおりである：(1) 0.045% NaCl溶液100 mlに生の
寒天0.8 gを添加する；(2) 沸点において生理食塩水中で寒天を溶かす；(3) 凝固するま
で溶液を冷却する；(4) ゲルが形成されるまで撹拌する。
【００６３】
結果および考察（3）
典型的な用途のシミュレーション（3.1）
　本セクションの目的は、導入部で提起した概念を典型的な例により説明することである
。
【００６４】
組織の絶縁（3.1.1）
　本セクションで本発明者らは図1で述べた事例（セクション1.2）をシミュレートする。
すなわち、組織の上層を、保護する必要がある下部組織から物理的に分離するため、上層
の下に非導電性のゲルを注入する。この特定の事例は不可逆的エレクトロポレーションに
より除去される必要がある皮膚黒色腫を表す。
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【００６５】
　シミュレーションに使用したモデルは5つの構成要素からなる：(1) 下部組織（組織2）
のモデルとなる導電率 = 1 mS/cmの正四角柱（20 mm×20 mm×5 mm）；(2) 該角柱の上の
、絶縁ゲル用の導電率 0.1 mS/cmの半楕円領域（half ellipsoid volume）（10 mm×10 m
m×0.5 mm）；(3) 上部組織（組織1）のモデルとなる、両構成要素の上の導電率 = 1 mS/
cmの被膜（厚さ = 1 mm）；ならびに、(4) および (5) 上部被膜を貫通する電極を表す、
高導電率（1000 S/cm）の2つの円柱（直径 = 0.1 mm、長さ = 5 mm）。電極間の分離距離
は2 mmであり、印加される差分電圧は1000 Vである。メッシュの要素数は102,614である
。
【００６６】
　ゲル中の不純物および埋植後の組織からのイオン拡散によってゲルが完全な絶縁体では
なくなるという事実を考慮に入れるため、本発明者らが絶縁用ゲルの導電率として、理想
的な0 mS/cmではなく0.1 mS/cmを選択したことに注意されたい。
【００６７】
　シミュレーションの結果（図3）は、上部組織2は電極3および4を囲む領域全体にわたっ
て不可逆的にエレクトロポレーションされたが、下層に対する損傷はごくわずかであり、
かつ2つの単一スポットが可逆的エレクトロポレーションを受けたのみであることを示す
。シミュレーションしたゲル6は完全な非導電性ではなく、実際のところ、その導電率は
組織の導電率より1桁低いだけであることは、興味深いことである。
【００６８】
　図3は、スペーサーとして使用した非導電性ゲル6による組織領域保護のシミュレーショ
ン結果を示している（組織1の導電率 = 組織5の導電率 = 1 mS/cm、ゲルの導電率 = 0.1 
mS/cm；ゲル領域の直径 = 10 mm、ゲル領域の高さ = 0.5 mm；組織1の厚さ = 1 mm；電極
の直径 = 0.1 mm、電極の分離間隔 = 2 mm）。図3Aは両電極軸を含む垂直面を示している
。図3Bは左側の図に灰色の線で示した高さ（関心対象の領域における組織1の厚さの約1/4
）における水平面のシミュレーション像を示している。黒色はE＜500 V/cm（作用なし）
、灰色は500 V/cm≦E＜1000 V/cm（可逆的エレクトロポレーション）、白色はE≧1000 V/
cm（不可逆的エレクトロポレーション）を示す。
【００６９】
不規則な形状の組織における電場の均一化（3.1.2）
　本セクションに提示する実施例はセクション1.3で述べた用途に関連する。すなわち、
導電率を一致させた添加剤による不規則な形状の組織における電場の均一化である。
【００７０】
　図4に、半球形の腫瘍16（直径 = 1 cm）を550 Vでエレクトロポレーションするシミュ
レーションを示す。図4Aはシミュレーションで用いたモデルを示す。図4Bはゲル19が存在
する場合のシミュレーションから得られた電場強度を示す（電極の中心を通る垂直面）。
図4Cは導電率一致ゲルを用いない場合のシミュレーションされた電場強度を示す（電極17
および18の中心を通る垂直面）。図4Dは、図4Cと同じであるがここでは電極間の電圧が11
00 Vである。
【００７１】
　図4Aに示す構造は、不規則な形状の硬い腫瘍を板電極を通事知恵エレクトロポレーショ
ンする事例に対応しうる。このモデルは、組織（導電率 = 1 mS/cm）を表す正四角柱（50
 mm×50 mm×20 mm）の上にある半球（直径 = 10 mm）、およびこの半球の2つの向かい合
う側面にある2枚の板電極（20 mm×10 mm×1 mm；導電率 =1000 S/cm）からなる。組織部
分の最上部には、半球形のくぼみ（直径 = 2 mm）という、形状のさらなる不規則性を含
んでいる。メッシュの要素数は21,888である。電極間に印加される電圧は550 Vである。
【００７２】
　ゲルがない場合のエレクトロポレーションのシミュレーション結果を図4Cに示す。電場
分布はきわめて不均一である。さらに、非常に高い電圧を用いた事例でも（図4D）、エレ
クトロポレーションされていない領域がある。無論、これは癌治療では許容不可能なもの
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であり、もしかするとその理由から、この種の腫瘍については板電極より針アレイ電極の
ほうが好まれる。一方、導電率一致ゲルの追加をシミュレートすると（図4B）、その結果
は、組織の導電率とゲルの導電率との整合性が完全ではない（整合性誤差 = 30%）この事
例においてさえ、電場はさらにもっと均一である。
【００７３】
血管を含む組織における電場の均一化（3.1.3）
　本セクションに提示するシミュレーションもセクション1.3に関連する。この事例は、
近傍に血管を含む領域の可逆的エレクトロポレーションを表す（図5A）。アレイ間の領域
に非常に均一な電場を発生させると考えられる、針電極の平行なアレイ2つを用いてエレ
クトロポレーションを実施する。
【００７４】
　図5は、下部の境界に血管（直径 = 3 mm）を含む正方形領域の可逆的エレクトロポレー
ションのシミュレーションを示す。図5Aはシミュレーションに用いたモデルを示しており
、各電極（E+およびE-）は3本の針（直径 = 1 mm、分離間隔 = 5 mm、挿入深度 = 5mm）
のアレイで構成されている；両アレイ間の分離間隔は10 mmである；血管の導電率 = 10 m
S/cm、組織の導電率 = 1 mS/cmであり；印加電圧 = 1000 Vである。図5Bに、血管と実質
組織との上部境界面における、シミュレートされた電場強度の水平断面を示し；白色の矢
印は血管の上の全くエレクトロポレーションされない領域を示している。図5Cに、アレイ
中心を通るシミュレーション結果の垂直断面を示し；同じく、白色の矢印は血管の上の全
くエレクトロポレーションされない領域を示している。図5Dに、血管の導電率を10 mS/cm
から1.5 mS/cmに変更した場合の同じ結果を示す。
【００７５】
　シミュレーションに使用したモデルは以下からなる：(1) 導電率が1 mS/cmである組織
を表す長方角柱（50 mm×50 mm×20 mm）；(2) 5 mmの深さで角柱の1つの側面から他の側
面へと走行する血管を表す円柱（導電率 =10 mS/cm；直径 = 3 mm；長さ = 50 mm）；お
よび、(3) 互いに10 mm間隔で平行に置かれた2つの電極アレイ。両アレイの各々は3本の
円柱形の棒（導電率 = 1000 S/cm；直径 = 1 mm、長さ = 15 mm、分離間隔 = 5 mm）から
なる。メッシュの要素数は68,571である。両アレイ間に印加される電圧は1000 Vである。
【００７６】
　シミュレーション結果が示すところによれば、結果として生じた電場分布不均一性のた
め、エレクトロポレーションされない薄く細長い組織があった（図5Bおよび図5C）。一方
、導電率を一致させた添加剤で血液を置換（血管の導電率を10 mS/cmから1.5 mS/cmに変
更）する場合、シミュレートされた電場分布（図5D）はさらにより均一であり、電極間の
領域を完全にエレクトロポレーションするという目的が達成される。
【００７７】
皮下電極（3.1.4）
　本セクションに提示する実施例はセクション1.4.1で述べた用途に関連する。すなわち
、特定の組織領域を保護するために注入可能な電極を使用する。
【００７８】
　図6に、軸上に絶縁体を有する金属針（E+およびE-）に接続された半楕円形の注入ゲル
領域を介して700 Vで筋肉（厚さ = 5 mm）をエレクトロポレーションするシミュレーショ
ンを示す。（a）シミュレーションに用いたモデル；ゲルの導電率 = 200 mS/cm、筋肉の
導電率 = 1 mS/cm、皮膚の導電率 = 0.1 mS/cm。図6Bにシミュレーションから得られた電
場強度を示す。メッシュの要素数は196,534である。
【００７９】
　図6Aに示す事例において、目的は、外側の層（厚さ 1 mmの被膜；導電率 = 0.1 mS/cm
）を損傷することなく内部組織（長方角柱（20 mm×20 mm×5 mm）；導電率 = 1 mS/cm）
を可逆的にエレクトロポレーションすることである。これは、図2Aに提示したものと相補
的な事例と見なしてもよい。このように選択的なエレクトロポレーションを行うため、本
発明では、軸上に絶縁体を有する針を介してエレクトロポレーション対象領域の両側に導
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電性のゲルを注入することを使用してもよい。この方法により、両方の領域が平行な板電
極として挙動する（ここでゲル領域は導電率200 mS/cmの半楕円領域（10 mm×10 mm×0.5
 mm）としてモデル化される）。事実、シミュレーション結果（図6B）によれば、そのよ
うな挙動が得られる。ただし、ゲル領域端部で電場の増強が起こり、これが上部組織（皮
膚）にいくらかの損傷を引き起こすことに注意されたい。
【００８０】
中空構造のエレクトロポレーション（3.1.5）
　この実施例は図2Bで提示した事例のシミュレーションを示す。空の脈管の中央領域を高
導電率のゲルで満たす。次に、このゲルと大きな外部電極との間にエレクトロポレーショ
ン電圧を印加する（図7A）。電圧を適切に選択すると、エレクトロポレーションの選択性
の点で重大な結果を達成できる。このことはシミュレーション結果により示されている（
図7B）。同図は、ゲルと接触している脈管壁だけがエレクトロポレーションされることを
示している。
【００８１】
　このモデル（図7A）は以下からなる：腔部と外部電極との間の組織を表す大きな円柱（
直径 = 100 mm、長さ = 80 mm）（導電率 = 1000 S/cm）；抵抗率無限の円柱形の腔部（
直径 = 9 mm）；腔部と組織との間の、導電率 = 0.25 mS/cmの薄い壁（厚さ = 0.5 mm）
；および、内部ゲル電極を表し導電率が200 mS/cmである、幾何学形状の中央部の円柱（
直径 = 9 mm、長さ = 20 mm）（図7Aでは見えない）。内部電極（ゲルの内側）と外部電
極との間の印加電圧は200 Vである。メッシュの要素数は56,364である。
【００８２】
　図7に、注入された円柱ゲル領域および外部の金属電極により空の血管（外径= 10 mm、
内径 = 9 mm）を200 Vでエレクトロポレーションしたシミュレーション結果を示す。図7A
はシミュレーションで用いたモデルを示している；ゲル円柱は血管内の幾何学形状の中央
にある；ゲルの導電率 = 200 mS/cm、組織の導電率 = 1 mS/cm、血管壁の導電率 = 0.25 
mS/cmである。図7Bにシミュレーションから得られた電場強度を示し；幾何学形状の中央
の2つの横断面図を示している。識別が困難ではあるものの、ゲル円柱の位置にある血管
壁だけが可逆的にエレクトロポレーションされているのが観察できる。
【００８３】
概念のインビボ立証（3.2）
　概念モデルのインビボ立証（図8）に類似した構造のシミュレーション結果が示すとこ
ろによれば、ゲルを適用しない場合、肝葉のごく先端は全くエレクトロポレーションされ
なかった（図9A）。一方、ゲルを適用した場合、導電率一致ゲル（整合性誤差 = 20%）の
効果とは、先端も含めて肝葉全体の完全な不可逆的エレクトロポレーションをもたらすこ
とである（図9B）。ホルムアルデヒド固定前のエレクトロポレーション領域の肉眼観察（
図10）も、シミュレーション結果と一致していた。シミュレーションで予測された凹型形
状の不可逆的エレクトロポレーション領域さえ識別できることに注意されたい。顕微鏡観
察（図11A）では、肝葉の先端全体で赤血球の捕捉が起こった一方で内部領域ではそれが
存在しなかった（図11B）ことが確認された。
【００８４】
　図8に、肝葉先端のエレクトロポレーションをシミュレートするために用いたモデルの
図を示す（ゲルは示していない）。5 mm間隔で離した円盤電極E+およびE-（直径 = 10 mm
、導電率 = 1000 S/cm）の間で肝葉先端をエレクトロポレーションする。印加電圧は750 
V、肝臓組織の導電率は1 mS/cmである。メッシュの要素数は61,346である。
【００８５】
　図9に肝葉のエレクトロポレーションのシミュレーション結果を示す（x-y面、z = 0）
。図9Aにゲルを用いないシミュレーション結果を示す；不規則なエレクトロポレーション
パターンが得られ、先端のかなりの部分は不可逆的エレクトロポレーションを受けていな
い。図9Bに導電率 = 0.8 mS/cmの充填ゲルが存在する場合のシミュレーション結果を示す
；電極間の先端領域が不可逆的にエレクトロポレーションされている。
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【００８６】
　図10にエレクトロポレーションされたラット肝葉の図を示す。これはエレクトロポレー
ション領域を中央で切開したものである。処置された組織と処置されていない組織との境
界に白色の点を配置する。
【００８７】
　図11にエレクトロポレーションされた肝葉の顕微鏡写真を示す。図11Aに肝葉の先端を
示す；赤血球の有意な捕捉（矢印で示す）は不可逆的エレクトロポレーションがもたらさ
れたことを示している。図11Bに内部域の中心静脈領域を示す；変質は全く観察されない
。バーは100 μmを表す。写真はいずれも同じ倍率である。
【００８８】
導電性のゲルに基づく腔部および脈管の温熱療法
　異なる用途の中でも、人為的に誘発した高体温は化学療法および放射線療法の局所強化
過程として特に有用である。
【００８９】
　現在、制御された様式で体内の脈管および腔部から熱を発生させるために用いることが
できる臨床的に利用可能な器具がいくつか存在している。しかし、これらの機器はすべて
ある種の面倒なカテーテルを用いており、そのため用途が特定の状況に限られている。
【００９０】
　本発明ではそのような目的のために導電性のゲルを使用する。その方法は腔部のエレク
トロポレーションについて提唱したものと同等である。すなわち、腔部を導電性のゲルで
満たし、そのゲルに接続した電極と身体表面上の外部電極との間に電流を印加することで
ある。しかしこの場合は、両電極間に印加される電気刺激は、細胞膜のエレクトロポレー
ションを行うことではなく、ジュール効果により組織および／またはゲルを加熱すること
を意図したものである。したがって、前記刺激は、振幅がより小さいが持続時間がより長
い、AC信号である。実際のところ、処置の持続期間中ずっと連続的に信号を注入してもよ
く、何らかの種類の温度読み取り値（例えばカテーテル先端の温度センサ）に応じて、制
御されたモードにおいて振幅を調節してもよい。
【００９１】
　以上に説明したエレクトロポレーションと同様に、化学療法薬などの治療剤をゲル組成
物の一部としてもよい。
【００９２】
　ゲル組成物は異なる目的に応じて区別されてもよい。
【００９３】
　（1）導電性が高い（例えば電解質の含有量が高い）組成物の場合、ジュール効果によ
る熱損失はゲル内にほとんど生じない。ほとんどのエネルギーはゲル周囲の輪状領域で散
逸するが、それは電流密度および抵抗率がより大きいからである。
【００９４】
　（2）導電性が中程度の組成物の場合、ゲル内でかなりのエネルギーが散逸し、周囲組
織は、組織内部の直接的なジュール散逸によってではなく加熱されたゲルとの直接接触に
よって加熱される。この現象は、ゲルの熱伝導率を高める金属ナノ粒子などの添加剤を使
用することによって増強することができる。
【００９５】
　温熱療法またはエレクトロポレーションのいずれについても、薬物のイオン導入を誘発
するために処置前、処置後、または処置中（すなわち重ねて）に電極間にDC電圧を印加し
てもよい。このことは、ゲル周囲の細胞および組織へのこれら薬物の浸透を高めるために
行ってもよい。
【００９６】
　上記は本発明の原理を示したにすぎない。当業者であれば、本明細書に明示的に説明し
または示してはいないものの本発明の原理を具現化しかつ本発明の趣旨および範囲に含ま
れる、種々の組合せを考案できると考えられ、このことは理解されるべきである。さらに
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、本明細書に列挙するすべての実施例および条件的文言は、本発明の原理および本発明者
らが本技術を促進するために提供する概念を読者が理解することを助けることをもっぱら
意図したものであり、具体的に列挙されたそのような実施例および条件に限定されるわけ
ではないものとして解釈されるべきである。さらに、本発明の原理、局面、および態様、
ならびに本発明の具体的な実施例を列挙した、本明細書におけるすべての言明は、それら
の構造的および機能的な同等物の両方を包含することを意図している。さらに、そのよう
な同等物は、現在公知の同等物および今後開発される同等物の両方、すなわち、構造にか
かわらず同じ機能を実施する、開発されたあらゆる要素を含むことが意図される。したが
って、本発明の範囲は、本明細書に示しかつ説明した例示的な態様に限定されるとは意図
されない。むしろ、本発明の範囲および趣旨は、添付の特許請求の範囲により具体化され
る。

【図１】 【図２】
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