
JP 5805671 B2 2015.11.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脳疾患、特に脳腫瘍、の治療装置であって、
　当該装置は、患者の頭蓋骨（１）に施された穿頭孔（３）に埋め込まれる、少なくとも
１つのＭＲＩ対応（MRI compatible）の非強磁性材料製埋め込み型ジェネレータ（４）を
備え、前記埋め込み型ジェネレータ（４）は、
　－ 周壁（１０）によってともに接続された上壁（８）および下壁（９）を少なくとも
有するケーシング（７）と、
　－ 前記ケーシング（７）内に設置され、前記下壁（９）を通して脳（２）内に超音波
を放射することによって脳疾患の治療を行う、超音波発生治療デバイス（１１）と、
　－ 前記頭蓋骨内に前記埋め込み型ケーシングを固定するための手段（５、１２、１２
’）と、を備え、
　前記装置は、
　－ 前記埋め込み型ジェネレータ（４）の前記治療デバイス（１１）に電力を供給し、
その動作パラメータを設定および制御するパワーコントローラ（ＰｗＣ）と、
　－ 前記パワーコントローラと前記埋め込み型ジェネレータの前記治療デバイスとを接
続する接続手段（６）と、をさらに備え、
　前記パワーコントローラ（ＰｗＣ）は、２００ｋＨｚと１０ＭＨｚとの間、好ましくは
１ＭＨｚの放射周波数で超音波を放射する前記治療デバイス（１１）に適合されており、
　前記埋め込み型ジェネレータ（４）は、前記接続手段（６）に適合し、前記パワーコン



(2) JP 5805671 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

トローラ（ＰｗＣ）と前記治療デバイス（１１）との間の接続を確保する接続プラグ（１
５）を備え、
　前記接続プラグ（１５）は、前記埋め込み型ジェネレータ（４）の前記ケーシング（７
）の前記上壁（８）内に保持された経皮プラグであり、患者の皮膚との接触を防ぐ絶縁コ
ーティーングを備え、
　前記接続手段（６）は、患者の皮膚を通して前記接続プラグ（１５）に差し込まれるの
に適した経皮針（１９）を備え、前記経皮針は、前記接続プラグを通して前記治療デバイ
スのコネクタに接触するための先端（２２）以外は絶縁材料（２１）でコーティングされ
ることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記治療デバイス（１１）は、少なくとも１つの超音波トランスデューサ（１３、１７
）を備えることを特徴とする、請求項１に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項３】
　当該装置は、脳内の超音波の伝播を狙った領域または位置に向けるビーム操舵素子を備
えることを特徴とする、請求項１または２に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項４】
　前記ビーム操舵素子は、前記パワーコントローラ（ＰｗＣ）および／または前記治療デ
バイス（１１）に実装された位相差誘導電子部品を備えることを特徴とする、請求項３に
記載の脳疾患の治療装置。
【請求項５】
　前記ビーム操舵素子は、前記治療デバイス（１１）の前記超音波トランスデューサ（１
３、１７）と一体化されていることを特徴とする、請求項３または４に記載の脳疾患の治
療装置。
【請求項６】
　前記治療デバイス（１１）は、少なくとも１つの発光体、好ましくは、少なくとも１つ
のレーザーエレクトロルミネセントダイオードを備えることを特徴とする、請求項１～５
のいずれかに記載の脳疾患の治療装置。
【請求項７】
　前記ケーシング（７）の前記下壁（９）は、超音波および／または光波の透過性を有す
ることを特徴とする、請求項１～６のうちの１項に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項８】
　前記埋め込み型ケーシングの前記下壁（９）は、前記脳内に放射する超音波のための、
少なくとも１つのレンズアセンブリ（２３）を含むことを特徴とする、請求項１～７のう
ちの１項に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのレンズアセンブリ（２３）は、有利には、前記脳（２）内への前
記超音波および／または光波の焦点距離の調節を可能にするために、前記ケーシングの縦
軸（ＸーＸ’）に関して変位可能であることを特徴とする、請求項８に記載の脳疾患の治
療装置。
【請求項１０】
　前記ケーシングの前記下壁（９）は、前記脳内への超音波の伝播のための、前記頭蓋骨
内の前記脳（２）または硬膜との連続的なインタフェースをもたらすように、厚さが可変
な軟質材料（２４）で覆われた外面を備えることを特徴とする、請求項１～９のうちの１
項に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項１１】
　当該装置は、前記脳（２）によって反射された超音波を受信して分析するための検出素
子をさらに備えることを特徴とする、請求項１～１０のうちの１項に記載の脳疾患の治療
装置。
【請求項１２】
　前記検出素子は、前記反射された超音波から生じた電気信号を処理するための前記パワ
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ーコントローラ（ＰｗＣ）に接続された超音波トランスデューサ（１７）を備えることを
特徴とする、請求項１１に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項１３】
　前記パワーコントローラ（ＰｗＣ）および前記接続手段は、前記ケーシング（７）内に
実装され、前記パワーコントローラは、超音波通信手段のような無線プログラマブル手段
を備えることを特徴とする、請求項１～１２に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項１４】
　当該装置は、前記無線プログラマブル手段をプログラミングおよび設定するための経皮
無線リモートコントロールを備えることを特徴とする、請求項１３に記載の脳疾患の治療
装置。
【請求項１５】
　当該装置は、前記治療デバイス（１１）を制御および設定するマルチプレックス手段を
さらに備えることを特徴とする、請求項１～１４のうちの１項に記載の脳疾患の治療装置
。
【請求項１６】
　前記ケーシング（７）は、絶縁材料から作製されることを特徴とする、請求項１～１５
のうちの１項に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項１７】
　前記固定手段は、前記ケーシングの前記上壁のエッジ上に形成されたタブ（１２）を備
え、前記タブは、アンカーネジ（５）を受けるためのネジ穴を備えることを特徴とする、
請求項１～１６のうちの１項に記載の脳疾患の治療装置。
【請求項１８】
　前記固定手段は、前記ケーシングの前記周壁の外面に、前記ケーシングを前記頭蓋骨の
穿頭孔に手でねじこむためのネジ（１２’）を備えることを特徴とする、請求項１～１７
のうちの１項に記載の脳疾患の治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルツハイマー病またはパーキンソン病のような脳の障害および脳の疾病な
らびに脳腫瘍などの脳疾患を治療するための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数十年にわたり、脳の処理および疾病に関する学術的および臨床的な知識および理
解は、大幅に進歩し、このような病変の内科的および外科的な治療もまた進歩してきた。
特に発展してきた脳医学の分野の１つは、ニューロモデュレーション（neuromodulation
）技術の分野である。この分野では、脳の領域に電流または磁場などの物理的な刺激を与
え、神経系の障害を治療する。ニューロモデュレーション技術の中でも、電気的なプロー
ブを用いたＤＢＳ（脳深部刺激“Deep Brain Stimulation”の略）、ＴＥＳ（経頭蓋電気
刺激“Transcranial Electrical Stimulation”の略）、およびＴＭＳ（経頭蓋磁気刺激
“Transcranial Magnetic Stimulation”の略）がよく知られており、文献に例示されて
いる。
【０００３】
　最近では、ＷＯ２００６／０９２０６１（Ａ１）に、数種の物理的な刺激（神経系障害
のリハビリテーションのための、皮質への機械的な刺激、電気的な脳深部刺激、薬剤の注
入）によって神経機能に持続的な変化をもたらす埋め込み型デバイスが提案されている。
また、ＷＯ２００９／０６７３２３（Ａ１）には、頭蓋骨／脳のインタフェースを生成す
るためのデバイスが提案されており、このデバイス（頭蓋骨埋め込み型）は、運動障害や
てんかんの病変に対して脳の活動をニューロモデュレートするために外部の物理手段（イ
オン電流、高周波など）を透過させる、完全に受動的（passive）な窓（window）または
経路（channel）である。
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【０００４】
　脳悪性腫瘍の治療分野においては、このような神経刺激の技術は効率的でない。脳への
不可逆的または致命的な損傷なしに可能な範囲では、この病変に適用される治療は、あら
ゆる種類の悪性腫瘍に適用される治療、すなわち、化学療法および／または腫瘍の外科的
切除にとどまる。
【０００５】
　脳の外科治療では、患者の頭蓋骨を開いた外科的な処置が必要となる。この開頭外科処
置は、骨弁（bone flap）を設けることを含む開頭術を含んでいる。
【０００６】
　これを実施するために、外科医はまず、いくつかの穿頭孔を開けることによって頭蓋骨
に頭蓋開口術を行い、次に、下にある硬膜を引き剥がす。その後、外科医は、のこぎりを
１つの穿頭孔から他の穿頭孔へと進めることによって開頭術を実施する。各穿頭孔は通常
、直径１０～１２ｍｍである。各穿頭孔の断片化された骨の破片は保管され、長期にわた
って骨化不良となる骨の欠損を充填するために、手術の最後に用いられる。外科的処置の
最後では、経頭蓋縫合またはチタニウムマイクロプレートのいずれかにより、骨弁が戻さ
れて固定される。骨の欠損領域は、合成コポリマーまたは処置の最初に穿頭孔を開けると
きに得られる骨粉のいずれかを用いて充填される。
【０００７】
　これらの開頭処置は、患者の支援を難しくし、頭蓋骨に不可逆的な外傷を残す。
【０００８】
　ウルトラキーホール（Ultra Keyhole）外科処置では、骨弁を設ける必要がなく、１つ
の穿頭孔しか必要としない。この穿頭孔は、定位生検（stereotactic biopsy）の場合非
常に小さく（直径４ｍｍ）することが可能であるが、腫瘍の部分的な切除に必要な内視鏡
処置の場合は大きく（直径８～１２ｍｍ）なりうる。
【０００９】
　化学療法的な治療に関しては、これらの治療は、患者に対して高活性の薬剤の投与を含
む。残念ながら、これらの薬剤は特に腫瘍を選んで作用するわけではなく、患者の全身に
も、嘔気、脱毛などの非常に不快な副作用とともに、かなりの悪影響を及ぼす。
【００１０】
　ここ数年、高密度超音波（high intensity ultrasound）が、組織を熱凝固させる能力
によって腫瘍を治療するための適切な物理的手段であることが示されてきた（高密度超音
波）。しかし、脳においては、このような超音波治療は、超音波を吸収し回折させる頭蓋
骨のバリアによって今のところ効果がない。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明は、脳腫瘍その他の脳の障害に対する新しい治療を提供することを目的とする。
【００１２】
　本発明は特に、外傷を残しにくい、脳腫瘍および／または障害を治療する方法およびデ
バイスを提供することを目的とする。
【００１３】
　本発明のさらなる目的は、患者の脳の他の部分や身体には全く影響がないか限られた影
響内で、脳内の腫瘍の位置に正確に作用しうる、脳腫瘍および障害に対する治療を提供す
ることに焦点を合わせる。
【００１４】
　第１の側面によれば、本発明は、脳の疾患、特に脳腫瘍を治療するための装置を提案す
る。本装置は、患者の頭蓋骨に施された穿頭孔に埋め込まれる、少なくとも１つのＭＲＩ
対応（MRI compatible）の非強磁性材料製埋め込み型ジェネレータを備え、この埋め込み
型ジェネレータは、
　－ 周壁によってともに接続された上壁および下壁を少なくとも有するケーシングと、
　－ 上記ケーシング内に設置され、当該下壁を通して脳内に超音波を放射することによ
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って脳疾患の治療を行う、超音波発生治療デバイスと、
　－ 頭蓋骨内に埋め込み型ケーシングを固定するための手段と、を備え、
本装置はさらに、
　－ 埋め込み型ジェネレータの治療デバイスに電力を供給し、その動作パラメータを設
定および制御するパワーコントローラと、
　－ 上記パワーコントローラと上記埋め込み型ジェネレータの治療デバイスとを接続す
る接続手段と、を備えることを特徴とする。
【００１５】
　本発明による上記装置は、本発明の装置の治療デバイスを用いた、脳内への超音波の直
接的な放射による、脳の疾病および障害の治療に供される。超音波は、選択された周波数
で治療デバイスによって放射され、脳の所定の領域を特定的かつ局部的に治療するために
、その領域に集束させることが可能である。
【００１６】
　有利には、埋め込み型ジェネレータは、ＭＲＩへの対応性を保証しＭＲＩ信号のアーチ
ファクトおよび回折を防ぐために、ＭＲＩ対応として設計される、すなわち、非強磁性材
料から作製される。好ましくは、上記埋め込み型ジェネレータは、絶縁ポリマー材料から
作製される。
【００１７】
　本発明によれば、パワーコントローラは、２００ｋＨｚと１０ＭＨｚとの間、好ましく
は１ＭＨｚ、の放射周波数で超音波を放射する治療デバイスに適合されている。
【００１８】
　脳内に超音波を放射するために、治療デバイスは、少なくとも１つの超音波トランスデ
ューサを備える。好ましくは、治療デバイスは、高密度焦点式超音波（High-Intensity F
orcused Ultrasound: HIFU）超音波トランスデューサなどの効率の高い超音波トランスデ
ューサを少なくとも１つ備える。
【００１９】
　本発明の装置の他の特徴によれば、この少なくとも１つの超音波トランスデューサは、
圧電複合材料素子、圧電セラミック素子、容量性超音波素子（ＣーＭＵＴ素子）、または
二フッ化ポリビニリデン（ＰＶＤＦ）素子により形成される群から選択される素子を備え
る。
【００２０】
　他の実施形態において、本発明の装置はさらに、脳内の超音波の伝播を狙った領域また
は位置に向けるビーム操舵素子を備える。放射された超音波のビームをこのように操舵す
ることが、本発明の装置の埋め込み型ジェネレータが１つの穿頭孔の位置からさまざまな
脳の領域を狙うために、特に有利であることがわかる。
【００２１】
　好ましくは、ビーム操舵素子は、パワーコントローラおよび／または治療デバイスに実
装され、好ましくは治療デバイスの超音波トランスデューサに一体化されまたは連携され
た位相差誘導電子部品（phase difference inducing electrical components）を備える
。このような位相差誘導部品（phase difference inducing components）は、例えば、フ
ィルタ、コンデンサ、およびこれらの組み合わせを備えうる。
【００２２】
　本発明の装置の別の実施形態において、治療デバイスは、好ましくは上記トランスデュ
ーサに加え、少なくとも１つのエレクトロルミネッセントダイオードのような少なくとも
１つの発光体をさらに備える。
【００２３】
　本発明の装置は、治療を必要とする脳の領域内に、超音波および／または光を放射する
手段によって脳疾患を治療するように設計される。脳内への超音波および／または光の放
射および拡散を容易にするために、装置の埋め込み型ケーシングの下壁は超音波および光
の透過性を有することが有利である。
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【００２４】
　好ましくは、埋め込み型ケーシングの下壁は、脳内に放射する超音波を集束（focus）
または発散（defocus）させるための少なくとも１つのレンズアセンブリもまた含むかま
たは規定する（define）。
【００２５】
　さらに好ましくは、この少なくとも１つのレンズアセンブリは、脳内への超音波および
／または光波の焦点距離の調節を可能にするために、ケーシングの縦軸に関して変位可能
（displaceable）であることが有利である。
【００２６】
　本発明の装置の他の実施形態において、ケーシングの下壁は、脳内への超音波の伝播の
ための、頭蓋骨内の脳または硬膜との連続的なインタフェースをもたらすように、厚さが
可変な軟質材料で覆われた外面を備える。
【００２７】
　有利な実施形態において、本発明の装置は、脳によって反射された、またはより具体的
には脳の血液中に拡散された造影剤によって反射された、超音波（後方散乱波とも称され
る）を受信して分析するための検出素子をさらに備える。このような検出素子は、反射波
または、受信モードに設定された治療デバイスにおいて放射している超音波トランスデュ
ーサのいずれかの受信および処理に特に従事する超音波トランスデューサを備えることが
好ましい。いずれの場合も、超音波素子は、反射波から生じた電気信号を処理するために
、パワーコントローラに直接接続される。
【００２８】
　本発明の装置の他の特徴によれば、上記埋め込み型ジェネレータは、接続手段に適合し
、パワーコントローラと治療デバイスとの間の接続を確保する接続プラグを備える。
【００２９】
　本発明の有利な実施形態において、それらの接続プラグは、埋め込み型ジェネレータの
ケーシングの上壁内で保持された経皮プラグであり、患者の皮膚との接触を防ぐ絶縁コー
ティーングを備える。
【００３０】
　好ましくは、接続手段は、患者の皮膚を通して接続プラグに差し込まれるのに適した経
皮針を備え、上記経皮針は、接続プラグを通して治療デバイスのコネクタに接触するため
の先端以外は絶縁材料でコーティングされる。
【００３１】
　経皮針をパワーコントローラと埋め込み型ジェネレータとの間の電気的な接続に使用す
ることによって、本発明の装置がＭＲＩに不対応となる問題が避けられる。パワーコント
ローラからの接続は、埋め込みを施された患者が治療中または治療後にＭＲＩ検査を受け
るために、簡単に切断可能である。
【００３２】
　本発明の別の実施形態によれば、上記パワーコントローラおよび上記接続手段は、上記
ケーシング内に実装され、上記パワーコントローラは、無線プログラマブル手段、例えば
高周波通信手段、または好ましくは超音波通信手段を備える。
【００３３】
　超音波通信手段を用いることが、ＭＲＩの取得中に治療デバイスを設定およびモニター
する（monitoring）ために特に有利であることがわかる。
【００３４】
　上記装置はまた、上記無線プログラマブル手段をプログラミングおよび設定するための
経皮無線リモートコントロールを備えることが有利であり、上記リモートコントロールは
、ＲＦ手段、好ましくは超音波手段などの、適切な無線プログラマブル手段を実行する。
【００３５】
　本発明の他の実施形態において、本装置は、治療デバイスを制御および設定するマルチ
プレックス手段を備える。上記マルチプレックス手段は、上記パワーコントローラに組み
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込まれた、少なくとも１つの第１マルチプレックス計算器と、上記パワーコントローラと
治療デバイスとの間でデジタル信号を伝達するための、少なくとも１つの通信バスと、上
記治療デバイスに組み込まれた、少なくとも１つの第２マルチプレックス計算器と、を備
え、パワーコントローラからのデジタル信号を受け取り、治療デバイスが利用可能なアナ
ログ信号に変換する。
【００３６】
　本発明の装置のさらなる変形例において、本発明の装置は小型化され、パワーコントロ
ーラは電子カードまたは集積回路上に実装されることが有利である。この小型化された実
施形態において、パワーコントローラは、治療デバイスを収容するケーシング内に挿入さ
れ、治療デバイスに命令を与えるように接続される。
【００３７】
　パワーコントローラおよび治療デバイスへの電力は、接続プラグに接続された外部ジェ
ネレータ、または代替として、心臓手術において通常実施されるような、胸部の領域に埋
め込まれる皮下バッテリーのいずれかによって供給される。このようなバッテリーは、無
線通信手段として用いることもできるであろう超音波通信手段によって充電可能であるこ
とが有利である。
【００３８】
　このような小型化された実施形態において、例えばパワーコントローラを受ける電子カ
ードに組み込まれた、適合小型化されたデジタル計算器および通信バスを用いて、マルチ
プレックス通信をパワーコントローラおよび治療デバイス用に調整することも可能である
。マルチプレックスの制御は、外部エミッタやコンピュータなどを用いた高周波変調（mo
dulation）によって実行できる。
【００３９】
　本発明の補足的な特徴として、ケーシングの固定手段は、上記ケーシングの上壁のエッ
ジ上に形成されたタブを備え、これらのタブは、アンカーネジを受けるためのネジ穴を備
えることが好ましい。
【００４０】
　別の実施形態において、上記固定手段は、ケーシングの周壁の外面に、上記ケーシング
を頭蓋骨の穿頭孔に手でねじこむためのネジを備えることが好ましい。
【００４１】
　第２の側面によれば、本発明はまた、脳疾患を治療するための方法に関し、この方法は
、
　－ 患者の頭蓋骨に少なくとも１つの穿頭孔を設ける工程と、
　－ 上記少なくとも１つの穿頭孔に、前述の装置の埋め込み型ジェネレータを埋め込む
工程と、
　－ 外科的に皮膚を閉じて治癒させる工程と、
　－ 治療処置の必要に応じて、埋め込まれた装置のパワーコントローラおよび埋め込み
型ジェネレータを起動する工程と、
　－ 上記ジェネレータの治療デバイスを起動し、脳内への超音波の放射を誘導するため
に、上記ジェネレータに電力を供給する工程と、
　－ 所定の期間中、脳内に超音波を放射することによって、埋め込み型ジェネレータの
下に位置する脳の領域を治療する工程と、
　－ 治療が完了したとき、治療デバイスを停止させる工程と、を備えることを特徴とす
る。
【００４２】
　本発明の方法は、従来の神経外科処置の最後に実施可能である。埋め込み型ジェネレー
タは、患者の頭蓋骨に施された穿頭孔、または、必要に応じて、患者の皮膚を閉じる直前
に、開頭手術のために施された穴に導入される。このジェネレータは、脳、具体的には脳
の病変、例えば脳腫瘍を治療するために外科医によって前にアクセスされた脳の領域を治
療するために、超音波のような物理的な波を放射する。
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【００４３】
　しかし、腫瘍の治療は、本発明の装置や方法の唯一の用途ではない。実際に、超音波技
術は、非常に広範な医療用途を提供しており、これらの用途を、本発明の方法と同時に用
いる、または、交互に実施することも可能である。これらの補足的な用途は、
　－ 頭蓋内血圧、温度、組織弾性などの頭蓋内の生理的なパラメータを測定する；
　－ エコーイメージング（通常、ドップラー、せん断モード）；
　－ 電気生理的な活性化または抑制；
　－ 血管新生を高める加温（hyperthermia）および高められた透過性を保持する効果；
　－ 超音波感受性の造影剤を超音波によって活性化することで血液脳関門（haematoence
phalic barrier）を開く；
　－ 強力で集中的な加温によって組織を熱壊死させる；
　－ 低周波数の超音波を放射することによって腫瘍を断片化させる；および
　－ 本発明の方法において上述の用途のいずれかと造影剤の同時注入との組み合わせ、
を包含する。
【００４４】
　特に腫瘍の治療を目的とする熱破壊方法においてだけでなく、脳障害の病変の場合にも
、より低いエネルギーで大脳の活動を調整する（modulate）ために用いられうる。
【００４５】
　本発明の方法によれば、脳内に放射された超音波は、脳疾患を治療するために脳に送信
される、集束（focused）または非集束波（non-focused）であり得る。
【００４６】
　本発明の方法における超音波の放射は、上記方法の最も卓越した用途である、腫瘍の治
療に、特に有効であることがわかる。ジェネレータおよびその治療デバイスは、患者の頭
蓋骨内に埋め込まれ、脳内に放射された超音波は、頭蓋の骨壁によって吸収されたり回折
されたりすることはない。本発明の装置のジェネレータが頭蓋骨内に挿入されているとき
に、治療デバイスを収容するケーシングの下壁は、脳に直接対向している。結果的に、本
発明の独創的な方法に従い上記治療デバイスによって放射された超音波は、直接的な治療
のために、ダイレクトに脳に導かれ、ダイレクトに脳内を拡散する。
【００４７】
　前述の本発明の第１実施形態に関して、本発明の方法は、治療された脳の血液脳関門を
開かせるおよび／または開くことを容易にするために、超音波の放射前または放射中に、
少なくとも１種の造影剤を患者の血液中に注入する工程をさらに含むことが好ましい。
【００４８】
　本発明の他の有利な特徴によれば、当該方法は、脳内への超音波の放射前または放射中
に、薬剤を患者の血液中に静脈注入する工程と、ここで上記薬剤は、超音波感受性の放出
剤または搬送剤でコーティングされた治療剤を含み、この治療薬剤が患者の血液中に拡散
されると、脳の治療対象領域だけに治療剤が放出されるように埋め込み型ジェネレータに
よって超音波を脳内に放射する工程と、をさらに備える。
【００４９】
　腫瘍病変の場合、手術後に、Temodal（登録商標）またはAvastin（登録商標）などの商
品を用いて、静脈内への全身的な化学療法が通常施される。これらの薬剤は、全身的に望
ましくない結果をもたらす。
【００５０】
　本発明の方法は、これらの薬剤を静脈によって全身に投与する代わりに、超音波の放射
フィールドに入ったときにだけこの薬剤が放出されるように、この薬剤を超音波感受性の
放出剤でコーティーングすることを提案する。この方法により、活性薬剤は、脳内の治療
対象領域でのみ放出され、全身の残りの部分には影響を及ぼさない。
【００５１】
　注入される薬剤は、本発明の方法による超音波放射治療中または治療後に、ＭＲＩを用
いて脳内におけるその放出をモニターできるように、ＭＲＩ可視（MRI-visible）である
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ことが好ましい。
【００５２】
　超音波感受性の薬剤放出剤または搬送剤（すなわち、ナノ粒子）とともに超音波の放射
を用いる本発明の方法から予見される可能性は、通常の薬剤による化学療法的治療の欠点
および副作用を初めて減少させることができるものであり、脳疾患治療の分野における真
のブレイクスルーである。実際に超音波の放射によって、例えばナノ粒子またはリポソー
ムのような超音波感受性の放出剤がコーティングまたは付加された薬剤の局所領域（loco
 regional）における放出が引き起こされる。
【００５３】
　本発明の方法によれば、超音波の放射および造影剤および／または薬剤の注入は、本発
明の装置のパワーコントローラによってモニターおよび同期可能であることがさらに有利
である。このようにモニターおよび同期を行うことによって、例えばＭＲＩの取得中に、
できるだけ短時間で適切な脳の領域を正確に狙えるように薬剤および超音波両方の脳内の
治療対象領域へのデリバリーを効果的に制御することが可能である。これにより、周辺の
組織の保全とともに治療の効率が確保される。
【００５４】
　さらに本発明によって、直接脳内に超音波を実施することで、下部の大脳組織に決定的
または可逆的なソノポレーション（sonoporation）をもたらし、薬剤の取り込みを高める
。
【００５５】
　本発明の方法の他の利点は、所定の脳障害または疾病を治療するための超音波の放射を
介して、機械的なせん断応力によって脳の電気生理的な活動を修正する可能性に関する。
例えば、アルツハイマー病患者の治療のために、本発明の方法に従って超音波を放射する
ことによって、病変した異常分子の堆積を局所領域で音響破壊または分解することも可能
である。
【００５６】
　本発明の方法における補足的な手法として、埋め込み型ジェネレータは発光デバイスを
備えてもよく、超音波とともに集束または非集束の光波が、脳疾患を治療するために脳内
に伝達され得る。治療のための刺激に光を使用することは、超音波のみによる治療が不可
能な、なんらかの脳の疾病または外傷に対処するのに有利であろう。
【００５７】
　本発明の方法の実用的な手法において、患者の頭蓋骨に穿たれた穿頭孔の軸は、脳内の
治療対象領域に向けられることが好ましい。
【００５８】
　本発明の方法は、患者の頭蓋骨に、それぞれ埋め込み型ジェネレータを収容するいくつ
かの穿頭孔を開け、ここで穿頭孔およびジェネレータは脳の治療対象領域に関して所定の
形状、例えば同心状に設置されることについても意図している。これは、治療をより効率
良く素早くするために、治療の全効果を治療対象の領域付近に集中させるのに役立つ。
【００５９】
　好ましくは、本発明の方法において、穿頭孔および埋め込み型ジェネレータは、例えば
標準的な腫瘍バイオプシー（biopsy）手術の最後に、既存の開頭術の穿頭孔を用いて定位
脳手術によって設置される。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
　以下、本発明の装置の好ましい実施形態を示す添付の図面を参照して、本発明の装置お
よび方法をさらに詳細に説明する。
【００６１】
【図１】図１は、本発明の装置の第１実施形態を示す。
【図２】図２は、本発明の装置の第２実施形態を示す。
【図３】図３は、本発明の装置の第３実施形態を示す。
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【図４】図４は、本発明の装置の第４実施形態を示す。
【図５】図５は、本発明の装置の第５実施形態を示す。
【図６】図６は、本発明の方法に従ってモニターおよび同期された、患者の脳の領域の治
療シーケンスを模式的に示す。
【図７】図７は、図１の装置を用い、本発明の方法に従って治療を行った後のウサギの脳
の切片を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　添付の図１は、脳２を覆うヒトの頭蓋骨１および標準的な開頭術を行うために頭蓋骨に
穿たれた穿頭孔３の断面図である。
【００６３】
　穿頭孔３には、骨ネジ（bone screw）５によって頭蓋骨１に固定された埋め込み型ジェ
ネレータ４が収容される。埋め込み型ジェネレータ４は脳疾患の治療装置の一部であると
ともに、埋め込み型ジェネレータ４に電力およびコマンド信号を供給し、その動作パラメ
ータを設定するための外部パワーコントローラＰｗＣと、パワーコントローラＰｗＣと埋
め込み型ジェネレータ４とを接続する接続手段６と、を備える。
【００６４】
　埋め込み型ジェネレータ４は、プラスチックのようなＭＲＩ対応の非強磁性材料であっ
て生体適合性材料から作製されたケーシング７により形成される。ケーシングは、好まし
くは円筒形状である。上記ケーシング７は、円形の周壁１０で接続された上壁８および下
壁９を備える。
【００６５】
　円筒状のケーシング７は、脳疾患の治療を誘導するためにケーシング７の下壁９を通し
て物理的な波を脳２内に直接放射するように設計された治療デバイス１１を収容する。ケ
ーシング７は、埋め込み型ジェネレータ４を固定する手段を備えることが有利である。
【００６６】
　図１に示す実施形態において、固定手段は、頭蓋骨１に埋め込み型ジェネレータ４を固
定する骨ネジ５を受ける穴を有する周縁タブ（peripheral tab）１２で構成されてもよい
。
【００６７】
　図２に示す変形例において、固定手段は、ケーシング７の周壁１０の外面に形成された
外周ネジ１２’で構成されてもよい。この実施形態において、埋め込み型ジェネレータ４
は、有利にも外科医が手で穿頭孔３にねじこむことができる。
【００６８】
　図２は、固定手段が外部ネジ１２’で構成された本発明の装置の実施形態を示すが、こ
のような固定手段は図２の実施形態に限定されず、全て、ネジ５を受ける周縁タブ１２の
形式の固定手段を示している図１および図３～５の装置１の実施形態においても全く同じ
ように実施できると考えられる。
【００６９】
　本発明の非常に重要な特徴の１つは、上記埋め込み型ジェネレータ４の全体がＭＲＩへ
の対応性を確保しＭＲＩ信号のアーチファクトおよび回折を防ぐために非強磁性材料から
作製されることである。
【００７０】
　ケーシング７に設置される治療デバイス１１は、埋め込み型ジェネレータ４が頭蓋骨１
の穿頭孔３内に位置した状態でケーシングの下壁９を通して脳内へ高密度の物理的な波を
放射する手段を備える。
【００７１】
　図１～５に示すように、治療デバイス１１は、埋め込み型ジェネレータ４のケーシング
７の下壁９の内面に置かれた少なくとも１つ、好ましくは複数の治療超音波トランスデュ
ーサ１３を備える超音波ジェネレータで構成されることが好ましい。上記治療超音波トラ



(11) JP 5805671 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

ンスデューサ１３は、ケーシング７の上壁８に固定された接続プラグ１５に電線１４で接
続され、接続プラグ１５には、パワーコントローラＰｗＣの電力供給コネクタ１６が嵌め
込まれる。
【００７２】
　本発明によれば、治療超音波トランスデューサ１３は、圧電複合材料素子、圧電セラミ
ック素子、ＣーＭＵＴ素子、またはＰＶＤＦ素子により形成される群から選択されること
が好ましい。これらの圧電部品は、超音波トランスデューサを実現するために、医療分野
において通常使用されている。
【００７３】
　治療超音波トランスデューサ１３およびパワーコントローラＰｗＣは、脳疾患および、
例えば脳腫瘍を治療するための高密度焦点式超音波療法(HIFU: High Intensity Focused 
Ultrasound)の技術を可能にするように構成される。このようなＨＩＦＵ技術は、脳疾患
に対して、体にある他の腫瘍を治療する場合と同様の利点を提供する。すなわち、超音波
の焦点付近への制限された熱の拡散によって腫瘍状の組織を迅速かつ正確に熱的に治療お
よび／または切除する。
【００７４】
　本発明によれば、パワーコントローラＰｗＣは、治療超音波トランスデューサ１３の放
射周波数／放射波長を設定し、このような放射を制御するのに適合している。放射周波数
は、例えば１ｋＨｚ～１ＴＨｚに設定できる。好ましくは、パワーコントローラＰｗＣは
、治療デバイスの治療トランスデューサ１３が、７．５μｍ～１５０ｎｍの間に含まれる
放射波長に対応する、２００ｋＨｚ～１０ＭＨｚの間、好ましくは約１ＭＨｚの周波数で
超音波を放射するように設定される。
【００７５】
　好ましくは、本発明の装置１もまた、治療超音波トランスデューサ１３が脳２内に放射
した超音波の伝播を狙った領域または位置に向けるビーム操舵素子を備える。
【００７６】
　このようなビーム操舵素子は、パワーコントローラＰｗＣおよび／または治療デバイス
１１に実装された位相差誘導電子部品を備える。装置１、特に治療デバイス１１のさらな
る小型化のために、位相差誘導部品は治療超音波トランスデューサ１３に一体化または連
携されており、したがって添付の図には表示されない。このような位相差誘導部品は、例
えば、フィルタ、コンデンサ、およびそれらの組み合わせを備え得る。
【００７７】
　治療超音波トランスデューサ１３に加えて、超音波ジェネレータは、脳３のエコーイメ
ージング（echo-imaging）のために設計された、少なくとも１つのイメージング超音波ト
ランスデューサ１７を備えることが有利である。上記イメージングトランスデューサ１７
は、治療超音波トランスデューサ１３とは異なる周波数で動作して、パワーコントローラ
ＰｗＣに実装または接続されたモニター上にエコー像を生成できるようにパワーコントロ
ーラＰｗＣに接続される。
【００７８】
　本発明の埋め込み型ジェネレータ４の治療およびイメージング超音波トランスデューサ
１３、１７は、必ずしも平面である必要はなく、脳の治療またはイメージングの対象領域
に放射する超音波を集束させやすいように曲面であってもよい。好ましくは、治療トラン
スデューサ１３は、全ての集束軸（focusing axes）が、イメージングトランスデューサ
１７のイメージング平面に位置する同じ焦点に合流するように設置される。
【００７９】
　したがって、本発明の装置を用いて、治療中の脳の領域をエコーイメージングしつつ、
同時に超音波の放射によって脳疾患を治療することができる。例えば治療超音波トランス
デューサ１３が放射した治療用超音波が正しく集束しているかをモニターできる。
【００８０】
　図２に示す本発明の装置１の実施形態において、埋め込み型ケーシングの下壁は、脳内
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に放射された超音波を集束する（focusing）または発散させる（defocusing）、少なくと
も１つのレンズアセンブリ２３を含むまたは規定する。
【００８１】
　このレンズアセンブリは、有利には治療デバイスを収容するケーシングの周壁の内面に
装着され、その縦軸ＸーＸ’に関して変位可能である。この構成において、治療超音波ト
ランスデューサ１３の超音波の焦点距離は、超音波の放射を集束させ、これにより治療す
る患者の脳の所定の領域を正確に狙えるように変更可能である。
【００８２】
　ケーシングの下壁の外面もまた、脳内への超音波の伝播のための、脳２または硬膜との
連続的なインタフェースを提供するように、可変の厚さの軟質材料２４でさらに覆われ得
る。このような軟質材料２４は、治療デバイスの治療およびイメージング超音波トランス
デューサ１３、１７によって放射および／または受信される放射および／または反射超音
波が、回折または消散するのを防ぐことが有利である。
【００８３】
　超音波トランスデューサ１３、１７は、電線１４によって超音波ジェネレータの接続プ
ラグ１５に接続される。これらの接続プラグ１５は、埋め込み型ケーシング７内に配置さ
れ、電力超音波トランスデューサ１３、１７に電力を供給するためのパワーコントローラ
ＰｗＣからの接続ロッド１６を受けるのに適合している。
【００８４】
　本発明によれば、接続プラグ１５は、好ましくは埋め込み型ジェネレータ４のケーシン
グ７の上壁８に保持された経皮プラグであり、患者の皮膚との接触を防ぐ絶縁コーティー
ング１８を備える。さらに、接続ロッド１６は経皮針１９である。これらの針は、患者の
皮膚および埋め込み型ケーシング７の上壁８を貫通して埋め込み型ジェネレータ４の内部
で接続プラグ１５に接続するのに適している。ケーシング７の上壁８は、シリコーン製造
元であるDow Corning社製のSilastic（登録商標）などの、絶縁コンシーラブル材料２０
から作製されることが好ましい。この材料は、針が埋め込み型ジェネレータ４から引き出
された場合に、簡単かつ自動的に再シールが可能である。このように上壁８は、ケーシン
グ７内の治療デバイス１１と、患者の頭部の体液および組織との間でシーリングガスケッ
トを形成する。
【００８５】
　有利には、経皮針１９はその先端が、埋め込み型ジェネレータ４に電力を供給する接続
プラグ１５内で、患者の皮膚を電気的に焼くことなく電気的な接続を確立できるように、
先端２２を除く全長において、例えばワックスまたはプラスチックなどの絶縁材料２１で
コーティングされる。添付の図面に示すように、接続プラグ１５は、埋め込み型ジェネレ
ータ４のケーシング７内であってシーリング材料１８の厚い板またはセルフシーリング膜
によって形成されたケーシングの上壁８のちょうど真下に保持される。
【００８６】
　図１に示す本発明の実施形態は、パワーコントローラＰｗＣと埋め込み型ジェネレータ
４との間の、２つの経皮針１９による双極接続を表す。しかし、グラウンドとの二次接続
（ground secondary connection）とともに単一の経皮針を用いた単極接続も可能である
。
【００８７】
　図３に示す本発明のさらに有利な実施形態において、治療デバイスはまた、マルチプレ
ックスアセンブリ２５を含むパワーコントローラＰｗＣによって接続され命令され得る。
この実施形態において、上記マルチプレックスアセンブリは、埋め込み型ジェネレータ４
の治療デバイスにコマンド信号をデジタル信号送信するために、少なくとも１つの通信バ
ス２６によって接続された上記パワーコントローラＰｗＣに組み込まれた第１マルチプレ
ックス計算器を少なくとも備えることが好ましい。この治療デバイスは、パワーコントロ
ーラＰｗＣからのデジタル信号を受け取り、上記治療デバイスが超音波トランスデューサ
を駆動するために利用可能なアナログ信号に変換する第２マルチプレックス計算器２７を
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含む。
【００８８】
　あるいは、本発明はまた、図４に示す変形例についても検討する。この変形例では、パ
ワーコントローラＰｗＣおよび接続手段６が埋め込み型ジェネレータ４から分離されてお
らず、上記ジェネレータを収容するケーシング７内に直接実装されている。この設計を実
現させるために、パワーコントローラＰｗＣは、有利には無線プログラマブル手段２８を
備える。また、パワーコントローラＰｗＣは、電子カード２９上に実装されるか、例えば
、オペレータ、外科医、医師、または看護師などの、外部リモートコントロール３０を用
いて埋め込み型ジェネレータの動作パラメータを設定する者によってリモートコントロー
ルされる上記無線通信手段を含む集積回路の形態、あるいは、例えば高周波、または好ま
しくは超音波通信手段による経皮的なリモートコントロールを用いて患者の脳の治療を実
行するコンピュータの形態で、実装されることが好ましい。
【００８９】
　実際に、本発明の装置のパワーコントローラおよび治療デバイスを設定し制御するため
の超音波通信手段は、完全にＭＲＩ対応であるので好ましい。これにより、ＭＲＩの取得
下におけるパワーコントローラＰｗＣおよび治療デバイスの両方が組み込まれた埋め込み
型ジェネレータの無線設定およびプログラミングが期待され、本発明の装置による患者の
脳に対する作用および効果を直接評価し、その後、定期的な治療を実施する前に、治療デ
バイスの動作パラメータ、すなわち、超音波放射周波数、電力、放射継続時間などを調節
することができる。
【００９０】
　このように小型化された本発明の装置１の実施形態において、パワーコントローラＰｗ
Ｃおよび治療デバイスへの電力供給は、図４に示すような、埋め込み型ジェネレータ４の
接続プラグに接続された外部ジェネレータ３１によっても、あるいは、心臓手術において
通常実施されるような胸部の領域に埋め込まれた皮下バッテリー（図示せず）によっても
提供可能である。バッテリーを用いる場合、このバッテリーは、無線通信手段として用い
ることもできる超音波通信手段によって充電可能であることが有利である。
【００９１】
　さらに、図５に示すように、マルチプレックス通信は、例えばパワーコントローラＰｗ
Ｃが収容された電子カード上に内蔵された、適合小型化されたデジタル計算器３２、３３
および通信バス３４により、パワーコントローラＰｗＣおよび治療デバイス用にアレンジ
され得る。マルチプレックスの制御は、外部エミッタ３５やコンピュータなどを用いた高
周波モジュレーションによって実行されうる。
【００９２】
　なお、本詳細な説明において、本発明の装置は、埋め込み型ケーシング内に配置された
治療デバイスと、脳内に超音波を放射して脳疾患の治療を行う超音波トランスデューサと
を備える好ましい実施形態に従って記載されている。しかし、好ましい実施形態は、超音
波トランスデューサと組み合わされて動作する他の能動素子（active element）と、特に
、埋め込み型ジェネレータ内に設置されたエレクトロルミネッセントレーザーダイオード
などによる光の放射の使用と、を備えることも可能である。
【００９３】
　さらに、本発明の装置の治療デバイスは、頭蓋骨内に埋め込まれるのではなく、単に皮
下に埋め込まれてもよい。ただし、超音波の放射周波数は、頭蓋骨バリアを透過できるよ
うに２００ｋＨｚより低く設定される。
【００９４】
　以上に説明してきたように、本発明の装置１は、標準的な開頭術を補完して、脳疾患、
特に脳腫瘍を治療するための解決方法を提供することを目的とする。本発明の装置１は、
光波の放射と組み合わせることも可能な超音波を、病気に冒された脳の領域に直接放射す
る。
【００９５】
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　したがって、本発明はこのような脳疾患の補足的な治療方法を提案する。
【００９６】
　本発明の方法は、本質的に、従来の神経外科処置（開頭術デバルキング（debulking）
またはキーホールバイオプシー）の最後、患者の皮膚を閉じる直前に、患者の頭蓋骨１に
施された穿頭孔３内に前述の装置の埋め込み型ジェネレータ４を少なくとも１つ設置する
ことにより構成される。あるいは、本発明の方法は、先行する神経外科処置なしでも実施
可能である。その場合、穿頭孔３は、本発明の装置のジェネレータ４を埋め込む目的で患
者の頭蓋骨１に直接穿たれる。頭蓋骨内に穿たれる穿頭孔３の正確な位置は、定位脳手術
による穿孔以前に決定されることが好ましい。
【００９７】
　一旦、穿頭孔３に埋め込まれると、埋め込み型ジェネレータ４は、埋め込み型ジェネレ
ータ４を収容するケーシング７の周縁タブ１２に導入された骨ネジ５によって、そのエッ
ジが頭蓋骨１に固定されうる。
【００９８】
　その後、他のいかなるアクションより前に、穿頭孔３に取り付けられた埋め込み型ジェ
ネレータ４の上で頭蓋の皮膚が縫合され、治癒される。
【００９９】
　患者の頭の皮膚が治癒した後、脳疾患の治療を実施することができる。その目的のため
に、埋め込み型ジェネレータ４は、上壁８および埋め込み型ジェネレータ４の接続プラグ
１５に頭部の皮膚を通して埋め込まれた経皮針１９によってパワーコントローラＰｗＣに
接続され、こうして電力が供給される。埋め込み型ジェネレータ４内の治療デバイス１１
は、治療を行う外科医または医師（practitioner）によって所定の治療パラメータがあら
かじめ設定された装置のパワーコントローラＰｗＣを通じて起動される。治療デバイス１
１が起動されると、患者の脳２内に物理的な波が放射され、患者の頭蓋骨内の埋め込み型
ジェネレータ４の真下に位置する脳の領域を治療する。
【０１００】
　脳内への物理的な波の放射は、治療が完了するまで、あらかじめ設定された時間継続さ
れる。治療が終わると、医師は、埋め込み型ジェネレータ４および患者の頭部から経皮針
１９を抜くだけでよい。
【０１０１】
　本発明の治療方法は、患者の脳内に放射される物理的な波として超音波を用いることが
好ましい。よって、埋め込み型ジェネレータの治療デバイス１１は、パワーコントローラ
の命令下で、集束された（focused）超音波または非集束の（nonfocused）超音波を放射
することが可能な超音波トランスデューサを備えることが好ましい。
【０１０２】
　脳内へのこのような超音波の放射、特に、病変が腫瘍などであり、外科医による手術が
行われていたであろう脳の領域への放射は、頭蓋骨１自身の厚さ方向に位置するので、頭
蓋骨に吸収も回折もされない。したがって、超音波の効果は頭蓋骨の影響を受けず、集束
させた脳の罹患領域を、特に脳腫瘍の場合に、今日の超音波治療によりすでに取り組まれ
ているその他の器官の病変と同様に、これと同等の効果で、治療することが可能である。
【０１０３】
　本発明の方法は、組織、例えば脳２の腫瘍状の組織の局部的な切除を可能にする。また
、超音波の放射による、機械的なせん断応力、ソノポレーション、または加温によって脳
の電気生理的な活動を修正する、あるいは病変した異常分子の堆積を局所領域で音響破壊
／分解するように誘導することも可能である。
【０１０４】
　本発明によれば、超音波治療の浸透力および効率を高めるために、装置の治療デバイス
による超音波の放射前または放射中に、患者の血液中に少なくとも１種の造影剤を注入す
ることが好ましい。このような造影剤の注入は、血液脳関門が開くのを驚異的かつ有利に
助けて促進し、これにより、超音波が脳の組織内に拡散しやすくなる。
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【０１０５】
　造影剤の注入はさらに、脳の病変の治療に効果的なナノ粒子および／または薬剤などの
他の活性物の注入と組み合わせることができる。
【０１０６】
　腫瘍の病変の場合、通常、手術後に静脈注射による全身的な化学療法が行われる。この
ような薬剤は、患者にとって全身的に望ましくない結果をもたらし、かつ、血液脳関門に
より大脳のバイオディスポニビリティ（biodisponibility）は低い。
【０１０７】
　これらの望ましくない効果を軽減するために、本発明の方法は、脳への超音波の放射前
または放射中に、患者の血液に薬剤を静脈注入する工程をさらに含む。上記薬剤は、超音
波感受性の放出／搬送剤でコーティングされた治療剤を含む。このようにすることで、活
性薬剤は、埋め込み型ジェネレータ４により脳内に伝えられた超音波が患者の血液中に拡
散したコートされた治療剤に接触したときに、体の、正確に治療対象の脳疾患の位置での
み放出される。このようにして、活性薬剤は腫瘍領域でのみ放出され、体のそれ以外の部
分には影響を及ぼさない。
【０１０８】
　本発明の装置および方法は、有利には、例えば装置１のパワーコントローラＰｗＣによ
って、超音波（必要に応じて、および光波）の放射および患者の血液中への造影剤および
／または薬剤の注入をモニタリングおよび同期可能である。非集束超音波の放射とともに
造影剤Ａおよび化学療法の薬剤Ｂを注入し、血液脳関門を開き、脳の治療対象領域におけ
る薬剤の拡散を高める組み合わせ治療のシーケンスの一例は、図６に概略的に示すように
、本発明の方法に従ってモニターおよび同期を行うことができる。
【０１０９】
　図６に示すように、本発明の装置１のパワーコントローラＰｗＣは、あらかじめ設定さ
れた周波数でエコーイメージング用の短い超音波Ｅ１を放射させる（カーブ１）。その後
、時刻ｔ１においてパワーコントローラＰｗＣによって造影剤Ａの注入が開始される（カ
ーブ２）。造影剤Ａを注入すると、造影剤Ａが治療を受けている患者の脳の血液中に拡散
される。この拡散は、パワーコントローラＰｗＣによって、脳に放射された超音波が造影
剤Ａの泡または成分で反射されて生じるエコー信号が受信されることにより、時刻ｔ２で
検出される（カーブ３）。このエコー信号の検出をトリガーとして、放射期間ＴＥの間、
超音波を自動的に連続放射し（カーブ１）、それにより、脳の血液脳関門を開け、治療対
象の領域に超音波を伝達する。造影剤Ａは、超音波放射期間ＴＥの全期間にわたって注入
され続ける（カーブ２）。その後、時刻ｔ３において超音波の放射および造影剤Ａの注入
が終了すると、ＰｗＣによって化学療法薬剤Ｂの注入が指示される（カーブ４）。このよ
うにモニタリングおよび同期を行うことにより、脳の治療対象領域の超音波刺激と化学療
法の薬剤との組み合わせによる利点がさらに高められる。
【０１１０】
　さらに、超音波の放射で構成される本発明の装置および方法は、腫瘍や癌の治療以外の
他の医療用途にも応用可能である。また、例えばナノ粒子またはリポソームのような超音
波感受性の放出／搬送剤の局所領域での放出を誘導することにも応用できる。さらに好ま
しくは、患者の身体に注入された薬剤がＭＲＩ可視（MRI-visible）である場合、本発明
の装置の埋め込み型ジェネレータ４をパワーコントローラＰｗＣに接続した後、本発明の
方法による超音波の放射治療中または治療後に、脳内での薬剤の放出をＭＲＩでモニター
可能であることが有利である。埋め込み型ジェネレータ４が強磁性材料を全く含まず、接
続手段として用いられる経皮針１９が絶縁材料でコーティングされているため、本発明の
装置および方法により、このようなＭＲＩモニタリング（MRI monitoring）が可能である
。
【０１１１】
　図７を参照して下記に説明するように、本発明の装置１および方法は、動物の被験体を
用いて十分に検証され、その実現性および効率が実証された。
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【０１１２】
　実験は、１０匹の健康なニュージーランドの４ｋｇのウサギに対して、Ketamine Imalg
ene（登録商標）、Merial：１０００ｍｇ／１０ｍｌとXylazine Rompun（登録商標）とを
用いた一般的な麻酔下で実施された。
【０１１３】
　直径１０ｍｍの開頭術の穿頭孔を施した。この穿頭孔内に、１．０５ＭＨｚ圧電複合材
料の治療デバイスプロトタイプ単素子を備えた埋め込み型ジェネレータをウサギの脳の硬
膜上に配置した。
【０１１４】
　そして、超音波造影剤（Sonovue（登録商標）、Bracco社、イタリア）を静脈注入した
（０．３ｃｃ）。超音波処理は、埋め込み型ジェネレータから１５ｍｍの距離で組織音響
圧が０．５５ＭＰとなるように、パルス継続時間２５ミリ秒、電圧９０ｍＶのパルス形態
で、治療デバイスにより施された。超音波処理の継続時間は、超音波造影剤の注入の終了
から１２０秒であり、超音波処理の３０分後、Evans bleu（６．５ｃｃ中４００ｍｇ）を
静脈注入した。
【０１１５】
　Evans bleuを注入した２８０分後、ウサギを犠牲にして（５４．７ｍｇ／１００ｃｃの
Pentobarbitalを２０ｃｃ）、脳を摘出した。
【０１１６】
　肉眼で見える切片を作製し、切片の１つを図７に示す。図７において、超音波処理され
た領域を平行線で示す。
【０１１７】
　脳の間質組織の、まさに脳に超音波処理が施された場所において、Evans bleuのはっき
りとした拡散が確認され、この領域（図７上で超音波の放射帯を示す２本の付加した線の
間の濃い灰色に着色された組織）において血液脳関門がうまく開かれたことを意味してい
る。超音波の放射を受けなかった脳の部分では、Evans bleuの拡散はなかった。出血性の
紅潮（suffusion）は、生じなかった。
【０１１８】
　この一連の実験は、実験されたプロトタイプが低い電力と非集束の超音波の放射とによ
り、広い領域で血液脳関門を効果的に開くことができることをはっきりと示している。
【０１１９】
　骨の厚さ内にこのプロトタイプ（開頭術の穿頭孔に挿入されたプロトタイプ）を埋め込
むことが、骨による超音波の吸収の問題を解決するため、このような結果の鍵条件（key 
condition）となる。
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