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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の：
−

対象の胃の上のそれぞれの部位に結合させるように適合された２つの電極；並びに

−・

電極間に電流を駆動する、

・

電流に応答して、部位間の電気インピーダンスを測定する、

・

測定された電気インピーダンスに応答してインピーダンス信号を生成する、

・

該インピーダンス信号の基線値を計算する、

・

該インピーダンス信号の計算された変化の分析を実施することによって対象の姿勢

の変化を検出する、
・
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前記姿勢変化を検出するとき、前記インピーダンス信号の変化に基づき、前記基線

値を修正する、及び
・

該インピーダンス信号及び修正された基線値に基づき、前記摂食を検出する、

ように適合された制御ユニット；
を含む対象の摂食を検出するための器具。
【請求項２】
前記制御ユニットが、摂食を検出するとき、対象の血液循環にインシュリンを提供する
ように適合されている、請求項１に記載の器具。
【請求項３】
前記制御ユニットが、摂食を検出するとき、対象の血液循環に対しコレシストケニンを
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提供するように適合されている、請求項１に記載の器具。
【請求項４】
前記制御ユニットが、摂食を検出するとき、対象の膵臓に対して電気信号を適用するよ
うに適合されている、請求項１に記載の器具。
【請求項５】
前記制御ユニットが、摂食を検出するとき、対象の迷走神経に対して電気信号を適用す
ることによりインシュリン分泌を変調させるように適合されている、請求項１に記載の器
具。
【請求項６】
摂食を検出するために、前記制御ユニットは、胃の電気的測定値を分析し、該分析に基
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づき、低速波を標示する電気的事象が発生したか否かを見極めるように適合されている、
請求項１に記載の器具。
【請求項７】
摂食を検出するために、前記制御ユニットは、以下：
インピーダンス信号に低域通過フィルタを適用する；及び
インピーダンス信号に高域通過フィルタを適用する；
の内のいずれか１つを実行するように適合されている、請求項１に記載の器具。
【請求項８】
前記制御ユニットは、摂食を検出するとき、胃の体積を低減させるように適合されてい
る、請求項１に記載の器具。
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【請求項９】
前記器具は、胃バンドを含み、前記制御ユニットは、胃の体積を低減させ、かつ、胃の
まわりの該胃バンドを締めるように適合されている、請求項１又は７に記載の器具。
【請求項１０】
前記器具は、胃の中に設置するように適合された胃バルーンを含み、前記制御ユニット
は、胃の体積を低減させ、かつ、該胃バルーンを膨張させるように適合されている、請求
項１又は７に記載の器具。
【請求項１１】
前記制御ユニットは、胃に対して電気信号を適用するよう適合されている、請求項１又
は７に記載の器具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
関連出願に対するクロスリファリンス
本特許出願は、（ａ）「障害を治療する上で使用するための胃腸方法及び器具」という
題の２００３年６月２０日付け米国仮特許出願第６０／４８０，２０５号及び（ｂ）「治
療、摂食検出、及びグレコースレベル検出用の肝臓装置」という題の２００３年６月２０
日付けの米国仮特許出願第６０／４８０，２０８号からの優先権を請求するものである。
これらの出願は両方共、本出願の譲受人に譲渡されており、本書に参考として内含されて
いる。
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本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され本書に参考として内含されている「治療、摂
食検出及びグルコースレベル検出用の肝臓装置」という題の、本書同日付で提供されたＰ
ＣＴ出願と関係するものである。
【背景技術】
【０００２】
技術分野
本発明は一般に代謝条件の治療、特定的には代謝及び行動条件を治療するための侵襲的
技術及び器具に関する。
【０００３】
背景技術
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肥満の侵襲的治療は往々にして、３５又は４０を上回る肥満度指数（体重／身長2［Ｋ
ｇ／ｍ3］）をもつ患者に推奨される。このような患者にとっては、その体重は一般に、
心臓疾患、糖尿病及び関節炎の危険性の増加に結びつけられる。好ましくは、侵襲的治療
には、摂食習慣の改善及び適切な運動による養生法といったようなライフスタイルの変更
が伴う。
【０００４】
米国特許出願第２００２／０１６１４１４号として公示され本特許出願の譲受人に譲渡
され本書に参考として内含されているFlesler et al.,に対する米国特許出願第０９／７
３４，３５８号は、肥満といった疾病を治療するための器具について記述している。該器
具は、患者の胃の本体近辺の単数又は複数のそれぞれの部位に適用されるように適合され
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ている単数又は複数の電極のセットを内含している。適用することによって胃本体の筋肉
組織の収縮レベルが増大し約３秒より長い実質的に連続的な期間胃本体の一部分の横断面
積が減少することになるような形で設定された信号を胃の本体に適用するべく電極セット
を駆動するように、制御ユニットが適合されている。
【０００５】
本出願の譲受人に譲渡され本書に参考として内含されているPolicker et al.,に対する
ＰＣＴ国際公開第０２／０８２９６８号は、患者がのみ込んだときにそれを検出し摂取さ
れた物質のタイプ及び量を検出する食事評価用胃器具について記述している。器具には、
患者の胃底及び胃前底部に結合され内部の電気的及び機械的活動を測定するように適合さ
れている電極、及びこのような電気的及び機械的活動を分析し任意には電気エネルギーを
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適用して患者の組織の活動を修正するための制御ユニットが内含されている。
【０００６】
本書に参考として内含されているChen et al.,に対する米国特許第５，６９０，６９１
号は、肥満及びその他の疾病を治療するための胃ペースメーカーについて記述している。
該ペースメーカーは、胃腸（ＧＩ）管上のさまざまな位置に設置されＧＩ管を通る材料の
ぜん動運動をペーシングするように段階的な電気的刺激を送達する多数の電極を内含する
。
【０００７】
本書に参考として内含されているMintchev et al.,に対する米国特許第６，２４３，６
０７号は、ＧＩ管の一部分のまわりに配置されている多数の電極を含む胃腸電気ペースメ
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ーカーについて記述している。該電極は、ＧＩ管の該一部分の局所的収縮が管を通して人
工的に伝播されて容易に該部分を部分的に空にするような形で、平滑筋を刺激する。好ま
しくは、該局所的収縮は、２ヶ所以上で該部分の周囲で平滑筋に適用される電気的刺激を
位相固定又はタイムシフトさせることによって、人工的に伝播させられる。
【０００８】
本書に参考として内含されているCigainaに対する米国特許第５，４２３，８７２号は
、胃の運動性を低減させかくして肥満又は他の疾病を治療するべく、患者の遠位胃前底部
に電気パルスを適用するための器具について記述している。
【０００９】
本書に参考として内含されているWernicke et al.,に対する米国特許第５，２３１，９
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８８号は、内因性インシュリンの異常な分泌レベルに原因がある糖尿病その他の全身的な
膵臓の内分泌障害を治療し制御するための技術について記述している。患者の身体の中に
移植した又はその外部に装着させた電気的刺激装置は、活動状態にされた時点で、患者の
迷走神経上に移植された電極に適用するためのプログラミング可能な電気的波形を生成す
るように適合されている。該電気的波形は、迷走神経を刺激又は阻害してその電気的活動
を変調させ患者の膵臓による天然インシュリンの分泌を増減させるように選択されたパラ
メータ値を用いてプログラミングされる。刺激装置は、血中グルコース又は症候の直接的
測定に応答して患者が手動で選択的に活動化させるか又は、患者の２４時間周期サイクル
中に予め定められた間隔で及び予め定められた時点で発生するべく活動化をプログラミン
グすることにより自動的に活動化させられる。代替的には、自動的活動化は、血中グルコ
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ース濃度を検出するために移植されたセンサーを使用して達成され、糖尿病又は低血糖病
のいずれが治療されているのかに応じて患者の血中グルコース濃度が予め定められたレベ
ルを上回るか又はそれよりも低下した時点で引き外しされる。
【００１０】
本書に参考として内含されているWernike et al.,に対する米国特許第５，１８８，１
０４号及び５，２６３，４８０号は、摂食障害を軽減するべく患者の迷走神経を刺激する
ための方法について記述している。
【００１１】
本書に参考として内含されているBourgeoisに対する米国特許第６，１０４，９５５号
、６，０９１，９９２号及び５，８３６，９９４号、Bardyに対する米国特許第６，０２
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６，３２６号及びWingroveに対する３，４１１，５０７号は、さまざまな生理学的障害を
治療するためのＧＩ管に対する電気信号の適用について記述している。
【００１２】
共に本特許出願の譲受人に対し譲渡され本書に参考として内含されている「平滑筋コン
トローラ」という題のBen‑Haim et al.,に対するＰＣＴ国際公開第９９／０３５３３号及
びその国内段階にある米国特許出願第０９／４８１，２５３号は、平滑筋に信号を適用し
てその挙動を修正するための器具及び方法について記述している。特に、組織内に伝播活
動電位を生成することなく活動化信号に対する内部の筋肉組織の反応を修正するべく胃壁
上の電極にコントローラが電界を適用する、胃を制御するための器具が記述されている。
本特許出願において及びクレーム内では、細胞内に活動電位を誘発することなくその電気
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的活動化に対する単数又は複数の細胞の応答を修正するためのこのような非興奮性信号の
使用は、興奮性組織制御（ＥＴＣ）と呼ばれている。胃を空にする作業を遅延又は防止さ
せるべく胃に対しＥＴＣ信号を適用することにより肥満を治療することに関してＥＴＣ信
号の使用が記述されている。さらに、管の一部分対してＥＴＣ信号を適用して該部分の中
で生成される収縮力を増大させることによって、胃腸管の運動性を増大させるための方法
が記述されている。
【００１３】
本特許出願の譲渡人に対し譲渡され本書に参考として内含されているBen‑Haim et al.,
に対する米国特許第６，３１７，６３１号は、心臓に対しＥＴＣ信号を適用することによ
り心腔の収縮力を修正するための方法について記述している。
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【００１４】
本書に参考として内含されているMittal et al.,に対する米国特許第５，７１６，３８
５号は、胃食道逆流を治療するための横隔膜脚ペースメーカーについて記述している。ペ
ースメーカーには、皮膚を通した横隔膜脚の骨格筋に対し電極を連結することによってか
、又は移植により脚横隔膜と接触した状態で設置される単数又は複数の電極が含まれる。
横隔膜の自然発生的に間欠的な弛緩の間、電極は、下部食道括約筋の収縮をひき起こすた
めに脚横隔膜の骨格筋を刺激する。
【００１５】
本書に参考として内含されているImram et al.,に対する米国特許第６，５３５，７６
４号は、胃障害を診断し治療するための技術について記述している。患者の胃の内部に機
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能的装置が常在し、取付け装置により胃壁にしっかりと固定されている。該機能的装置は
、胃又は胃環境のさまざまなパラメータを検知するためのセンサーであってもよいし又は
、治療用送達装置であってもよい。１実施形態における機能的装置は、胃電気刺激のため
の刺激用電極を含む。
【００１６】
本書に参考として内含されているKuzmak et al.,に対する米国特許第４，６９６，２８
８号は、人体の胃に挿入されその内部で進行するように適合された較正器具について記述
している。該較正器具は、各々がオリフィスを有する遠位先端部と近位部分で終結するシ
ングルルーメンチューブを内含する。シングルルーメンチューブは、近位部分から選択さ
れた距離のところにある貫通して延びる第１の開口部及び、遠位先端部から予め定められ
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た距離のところにあり貫通して延びている第２の開口部、内部のキャビティ及び円形横断
面をもち遠位先端部に対し封止関係で操作可能な形で結合されており、かつキャビティ内
部の流体の圧力を変動させるべくその外部に加わった力に応答してその横断面直径を変動
させる能力をもつ細長い薄壁センサー、第２の開口部を囲む、予め選択された場所で前記
シングルルーメンチューブの外部をとり囲むバルーン、及びシングルルーメンチューブを
通り、第１の開口部を通り、第２の開口部と連絡する細長いチューブ部材を有する。
【００１７】
本書に参考として内含されているKuzmak et al.,に対する米国特許第４，５９２，３３
９号は、病的肥満を治療するために胃の中に瘻孔開口部を形成するための胃バンドについ
て記述している。該バンドは、胃のまわりに侵襲的に設置され、バンドの拡張可能な部分
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が、瘻孔開口部の直径を調整するために使用される。
【００１８】
本書に参考として内含されているKuzmakに対する米国特許第５，４４９，３６８号、第
５，２２６，４２９号及び５，０７４，８６８号は、調整可能な胃バンドについて記述し
ている。バンドの瘻孔開口部のサイズは、流体を胃バンドの拡張性区分内に注入するか又
はそこから除去することによって調整可能である。
【００１９】
本書に参考として内含されているVincentに対する米国特許第５，６０１，６０４号は
、病的肥満を治療するために胃のまわりに設置する胃バンドについて記述している。バン
ドの内部表面は、遠隔注入口を通して膨張させることができる。該バンドは、単一の締付
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け手段の容易な閉鎖により胃のまわりの包囲位置で侵襲的に設置される。バンドが胃のま
わりで締めつけられた後、膨張可能な内部表面内に流体が注入され、かくして胃の瘻孔を
狭窄させる。
【００２０】
本書に参考として内含されているVincent et al.,に対する米国特許第５，６５８，２
９８号は、腹腔鏡手術中にバックル端部と自由端部をもつ結紮又はバンドを締めつけるた
めの工具について記述している。
【００２１】
本書に参考として内含されているVincentに対するＰＣＴ国際公開第０１／８３０１９
号は、解剖学的ランドマークの同定を容易にし、外科学切開のための指針を提供するべく
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外科手術の間体内でバルーンを膨張させることを含めた、患者の体の内外に粒子及び流体
を移送するための器具及び方法について記述している。該器具は、バルーンと連絡する膨
張ルーメン及び単数又は複数の開口部と連絡する移送ルーメンを内含している。該方法に
より外科医は胃の中味を空にし、胃の圧力を減らし、バルーンを膨張させ、ランドマーク
として該バルーンを用いた胃バンド締付け又は胃バイパスが関与するものといったような
手術を実施し、胃に注水して外科手術の終了時に胃の穿孔についてチェックすることがで
きる。
【００２２】
本書に参考として内含されているKlaiber et al.,に対する米国特許第５，９３８，６
６９号は、肥満と戦うため患者の胃を収縮させるための調整可能な胃バンドについて記述
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している。胃のまわりに移植され液体が満たされたキャビティを含む既知のタイプの胃バ
ンドが管によって、患者の皮膚下に移植された制御箱及び平衡タンクに連結される。この
箱は、患者が担持するモニター及び医師用のコントローラと無線により通信する能力をも
つ電子制御ユニット及び電動ポンプを収納している。コントローラは、胃の中の通路の直
径を調整するべく胃バンドからタンクまで閉回路内に規定の体積の液体を移送するため遠
隔制御によってポンプを操作することができる。モニターは、制御箱から警報を受けとり
、信号を送る。
【００２３】
本書に参考として内含されているForsellに対する米国特許第６，０６７，９９１号は
、細長い非膨張性制限部材、制限開口部を構成するべく胃又は食道のまわりの少なくとも
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１つの実質的に閉鎖したループの形に該制限部材を形成させるための形成用装置、及び制
限開口部のサイズを変更するためループ内の制限部材を機械的に調整するための術後非侵
襲的調整装置を内含する調整可能な胃バンドについて記述している。
【００２４】
本書に参考として内含されているForsellに対する米国特許第６，２１０，３４７号は
、患者の胃又は食道内に瘻孔開口部を形成するための食物摂取制限装置について記述して
いる。該装置は、制限開口部を構成する少なくとも１つの実質的に閉鎖したループの形に
形成されるべき細長い制限部材、及び制限開口部のサイズを変えるべくループ内の制限部
材を調整するための制御可能な調整装置を含んで成る。該装置は、さらに、病的肥満につ
いて患者を治療する上で補助となるよう非侵襲的な要領で患者の身体の外側から調整装置
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を制御するための無線遠隔制御を含んで成る。
【００２５】
本書に参考として内含されているForsellに対する米国特許第６，４６０，５４３号は
、患者の胃又は食道内で瘻孔開口部を形成するための食物摂取制限装置について記述して
いる。該装置は、キャビティの拡張時点でサイズが縮小されキャビティの収縮時点でサイ
ズが拡大される、制限開口部を構成する少なくとも実質的に閉鎖したループの形に形成さ
れた拡張・収縮可能なキャビティを形成する細長い制限部材を含んで成る。予め定められ
た量の作動液を収納し制限部材のキャビティに連結されたタンク及びキャビティを拡張さ
せるべくタンクからキャビティまで流体を分配しキャビティを収縮させるべくキャビティ
からタンクまで流体を分配するための油圧操作装置が、同様に、病的肥満を患う患者の体
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内に移植され、非侵襲的要領で患者の身体の外側から操作される。非膨張性制限部材を代
替的に使用して油圧的に調整することもできる。
【００２６】
本書に参考として内含されているForsellに対する米国特許第６，４５３，９０７号は
、患者の身体の外から第１の形態のエネルギーを無線伝達するためのエネルギー伝達装置
を内含する調整可能な胃バンドについて記述している。該バンドは、制限された瘻孔を変
動させるべく第１の形態と異なる第２のエネルギー形態に応答して調整される。エネルギ
ー移行装置が、エネルギー伝達装置によって伝達された第１の形態エネルギーを第２の形
態のエネルギーへと移行させるために、患者の体内に移植される。
【００２７】
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本書に参考として内含されているForsellに対する米国特許第６，４５４，６９９号は
、胃又は食道の中で上部袋及び制限された瘻孔開口部を形成するべく胃又は食道と係合す
る、患者の体内に移植された制限装置を内含する食物摂取制限器具について記述している
。該器具は、患者の体外のエネルギー源及び体外からエネルギー源から無線エネルギーを
放出させるための制御装置を内含する。放出された無線エネルギーは、制限装置の操作に
関連して使用され、それを拡大して食物が通過できるようにし、又はそれを収縮させて食
物の通過を実質的に妨げる。制限装置は、任意には、患者の少なくとも１つの身体的パラ
メータを検知するための少なくとも１つの移植されたセンサーを内含しており、その場合
、制御装置は、センサーからの信号に応答して制限装置を制御することができる。
【００２８】
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本書に参考として内含されているForsellに対する米国特許出願公報第２００３／００
６６５３６号は、胃又は食道内で制限された瘻孔開口部を形成するべく患者の体内に移植
され胃又は食道と係合する操作可能な制限装置を内含する、食物摂取制限器具について記
述している。器具は、制限装置を付勢するためのエネルギー源、及び患者の身体の外側か
らエネルギー源由来のエネルギーを放出させるための制限装置が含まれる。放出されたエ
ネルギーは、中を食物が通過するのを可能にするか又は実質的に妨げるべく瘻孔開口部の
サイズを変動させるために制限装置の操作に関連して使用される。制限器具には任意には
、胃の中の圧力を直接又は間接的に検知するための圧力センサーが含まれる。制御装置は
圧力センサーからの信号に応えて制限装置を制御することができる。
【００２９】
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本書に参考として内含されているForsellに対する米国特許出願公報第２００１／００
１１５４３号は、胃又は食道の中に瘻孔開口部を形成するべくヒトの胃又は食道のまわり
に実質的に閉鎖されたループの形で形成された細長い制限部材を内含する。病的な肥満又
は胸やけ及び逆流性疾患を治療するための器具について記述している。瘻孔開口部のサイ
ズは、移植された調整装置によって調整可能である。制御装置は、例えば一日の時刻に応
じて瘻孔開口部のサイズを縮小又は拡大するべく、調整装置を制御するために利用される
。圧力又は位置センサーといったようなセンサーが、水平との関係におけるヒトの方向性
又は胃の中の圧力といったようなヒトの身体的パラメータを直接又は間接的に検知するこ
とができるような形で、ヒトの身体の中に外科的に移植される。センサーによる検知に応
答して、身体的パラメータの有意な変化が発生したことを制御装置が決定した場合には、
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該制御装置は、瘻孔開口部のサイズを縮小又は拡大するために調整装置を制御する。
【００３０】
本書に参考として内含されているCigainaに対するＰＣＴ国際公開第０１／４１６７１
号は、患者の胃の直径の制御及び／又は修正を可能にすることにより肥満を制御するため
の取外し可能な胃バンドについて記述している。該胃バンドは、細長い本体が胃の一部分
のまわりで閉じることができるようにする閉鎖機構を含んでいる。胃バンドは胃電気刺激
装置と併用でき、従って病因性肥満の治療の初期段階において強制的痩身を誘発するのに
潜在的に有用であるものとして記述されている。かかる電気刺激装置は、取外し可能な胃
バンド内に内蔵されているか又は取外し可能な胃バンドから一定の距離のところに位置設
定され得る。
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【００３１】
本書に参考として内含されているMosheに対する欧州特許出願公報第１０３６５４５Ａ
２号は、胃開口部の直径を構成するべく患者の胃の周囲に取付けるための胃バンドについ
て記述している。該バンドは、外側及び内側表面を含み、ここで内側表面は胃と係合し、
少なくとも外側表面はその長手方向軸に沿って実質的に伸張不能な細長い部材により形成
されている。細長い部材内に貫通開口部が作られ、予め定められた長さをもつバンドの端
部部分を構成するように位置設定されている。バンドの反対側の端部部分は、閉鎖した動
作位置でのバンドの所望の内径を調整し反対側の端部部分をバンドの外側表面に締めつけ
るため、貫通開口部内に挿入可能となるような形状を有している。
【００３２】
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本書に参考として内含されているRobertに対する米国特許第６，５１１，４９０号は、
病的肥満の治療のため人の体内に移植するために胃バンド締付け装置について記述してい
る。該胃バンド締付け装置には、胃を包囲するべく寸法決定された膨張性バンド部分及び
バンド部分内に皮膚を通って注入された膨張流体を誘導するように操作可能である膨張導
管が含まれる。バンド部分は、上に第１の締付け手段を伴うヘッド端部と上に第２の締付
け手段をもつテール端部そしてその間の膨張性シェルを有するドーナツ状部材である。ド
ーナツ状シェルの外側表面は、膨張流体が内部に注入された時点でシェルの外向きの拡張
を制限するのに役立つ非伸張性の生体適合性材料で補強されている。シェルの内側胃接触
表面は、それに付加されそれと一体である開放気泡エラストマ発泡材の層を有する。動作
中、バンドが胃を包囲する関係におかれた時点で、シェルの端部上の第１及び第２の締付
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け手段は、鎖錠関係で係合される。膨張導管と流動的に連絡している皮下移植された注入
ポートを用いて、シェル内に膨張流体が注入される。シェルが内向きに拡張するにつれて
、それは胃を狭窄させ、胃を区画化する。
【００３３】
本書に参考として内含されているDargent et al.,に対する米国特許第６，５４７，８
０１号は、その作動的設定において輪を形成する狭窄部材を含む移植可能な胃狭窄装置に
ついて記述している。狭窄部材は、作動的設定において２つの端部が互いに隣接している
可とう性バンド及び狭窄部材を起動させるための手段を内含し、連動して一方では可とう
性バンドの少なくとも１つの端部がかかる端部をもう１つの端部との関係において移動さ
せ狭窄部材の半径方向変形を生成するための延性要素を内含し、他方では起動用手段が延
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性要素を引張るための部材を含んでいることを特徴としている。
【００３４】
本書に参考として内含されているBrownに対する米国特許第５，２５９，３９９号は、
流体で満たされた可変体積のブラダーを用いて胃の体積の１セグメントを占有することに
よって肥満患者の体重減少をひき起こすための方法及び器具について記述している。該ブ
ラダーは、胃に対する常設流路を作り出すべく非外科的に設置された経皮的内視鏡胃瘻管
を通して胃底を含めた胃の上部部分の中に挿入される。挿入されたブラダーは、予め定め
られたスキームに従って、ブラダーの内外に流体を圧送するため充填用システムを用いて
充填され排出される。充填用システムには、可逆ポンプ、充填用管に連結された２方向弁
、充填用システムの作用を自動的に制御するための電子制御手段及びバッテリが含まれる
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。電子制御手段は、消化サイクル及び血流力学的パラメータを検出するため、患者の体の
上に設置された複数のセンサーに連結されている。電子制御手段は、センサーにより検出
された情報を収集し、得られた情報及び予め定められた操作スキームに従って充填用シス
テムを管理し、２方向弁を通して移送される流体の体積及び時刻を記録する。
【００３５】
本書に参考として内含されているBangsに対する米国特許第５，２３４，４５４号は、
患者の体重を制御するための方法について記述する。該方法には、胃瘻造設管を通して患
者の胃内に経皮的胃内バルーンカテーテルを挿入する段階が含まれている。胃内バルーン
カテーテルは、第１及び第２の端部を有する細長いシャフト手段、第１の端部の近くに担
持されている第１の膨張性バルーン及び第１の膨張性バルーンの近くに担持されている第
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２の膨張性バルーンを含み、第２のバルーンは第１のバルーンよりも少ない膨張体積を有
する。バルーンカテーテルはさらに、第１及び第２の膨張管腔、それぞれ第１及び第２の
膨張管腔及び第１及び第２のバルーンと連絡し第２の端部により担持されている第１及び
第２の膨張ポート、そして前記第１及び第２の端部の間を通過するドレン用管腔を含んで
成る。該方法は、患者の体内で第１及び第２のバルーンを膨張させ、胃を部分的に充填し
て満腹感を提供することによって継続する。
【００３６】
本書に参考として内含されているGaven et al.,に対する米国特許第４，４１６，２６
７号は、胃の体積を減少させることによってヒトにおける肥満を治療するための胃のイン
サートについて記述している。インサートには、中を通って延びる中央開口部をもつ可と
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う性ドーナツ状膨張性バルーンが含まれている。バルーンの少なくとも１部分は、バルー
ンを膨張させ針を除去した時点で穿孔を封止するため、針によるその穿刺を容易にする自
己封止物質を有する。
【００３７】
本書に参考として内含されているDe Hoyos Garzaに対する米国特許第６，４５４，７８
５号は、肥満治療のための経皮的胃内バルーンカテーテルについて記述している。該バル
ーンは、胃の中に非外科的に設置され、経皮内視鏡胃瘻造設術（ＰＥＧ）と一緒に用いら
れる。バルーンは、そこから導入され排出される流体の量を調節するためのバルブを内含
している。
【００３８】
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ＩＮＡＭＥＤCorporation（サンタバーバラ、カリフォルニア）は、ＦＤＡが認可した
肥満治療用の調整可能かつ可逆的な胃バンドであるＬＡＰ−ＢＡＮＤ（登録商標）システ
ムを製造し販売している。
【００３９】
グルカゴン様ペプチド−１（ＧＬＰ−１）は、食事の早期段階におけるインシュリン分
泌の既知のモジュレータであり、満腹感メディエータである。食事の摂取に応答して、Ｇ
ＬＰ−１は、主として結腸及び遠位小腸内にあるＬ−細胞によって血液中に分泌される。
皮下又は末梢的なＧＬＰ−１の投与は、一部には第１段階のインシュリン応答を回復させ
グルカゴンを抑制することによって血糖コントロールを改善することが示されてきており
、従って、肥満及び非インシュリン依存性真性糖尿病（ＮＩＤＤＭ）のための潜在的治療
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とみなされている。
【００４０】
本書に参考として内含されている「グルカゴン様ペプチド−１（ＧＬＰ−１）：非イン
シュリン依存性真性糖尿病における治療の試行」という題の論文、Eur J Clin Invest ２
７（６）：５３３−６（１９９７）においてTodd JF et al.,は、「ＧＬＰ−１がグルカ
ゴン分泌を抑制し胃が空になるのを遅延させるという両方の利点をもつ」を記している。
彼らは、「ＧＬＰ−１が、インシュリン分泌性効果の不在下でさえ血糖コントロールを改
善し、ＮＩＤＤＭのための潜在的治療である」という結論を下している。
【００４１】
本書に参考として内含されているDi Marclin et al.,に対する米国特許第６，１９１，
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１０２号は、体重を減少させ肥満を治療するためのグルカゴン様ペプチド−１化合物を含
む薬学組成物について記述している。組成物は、末梢投与される。
【００４２】
本書に参考として内含されている以下の論文も有利であり得る。
【００４３】
Gutniak MNet al.,「内分泌ホルモングルカゴン様ペプチド１の皮下注射がＮＩＤＤＭ
における食後血糖症を根絶する」、Diahete Care１７（９）：１０３９−４４（１９９４
）。
【００４４】
Robertson MD et al.,「人間における食後グルカゴン様ペプチド１（７−３６）アミド
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濃度に対する結腸の影響」J. Endocrinol１６１（１）：２５−３１（１９９９）。
【００４５】
Schirra J et al.,「非インシュリン依存性真性糖尿病における皮下グルカゴン様ペプ
チド−１（７−３６）アミドの抗糖尿病性作用のメカニズム」J. Endocrinol１５６（１
）：１７７−８６（１９９８）。
【００４６】
Todd JF et al.,「皮下グルカゴン様ペプチド−１は、早期２型糖尿病を患う患者にお
いて３週間にわたり食後血糖コントロールを改善する」Clin Sci（Lond）９５（３）：３
２５−９（１９９８）。
【００４７】
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Vilsboll T et al.,「２型糖尿病患者における無傷の生物活性あるグルカゴン様ペプチ
ド１の食後濃度の減少」、Diabetes５０（３）：６０９−１３（２００１）。
【発明の開示】
【００４８】
発明の要約
本発明の一部の実施形態においては、肥満を治療するための胃制御器具には、患者の胃
の体積を修正するための制御可能な機械的及び／又は電気的胃装置、及び患者による摂取
を標示する生理学的パラメータを検知するための単数又は複数のセンサーセットが含まれ
ている。該胃装置は、患者に満腹感を感じさせるべく初期胃体積より小さく胃体積を縮小
させ、従って一般に患者の食欲を減退させるように適合されている。制御ユニットは、セ
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ンサーからの単数又は複数の信号を受信し、信号を分析し、分析に応答して実時間で胃体
積を修正するべく胃装置を駆動するように適合されている。
【００４９】
本発明の一部の実施形態においては、胃装置は、胃のまわりに設置され、制御ユニット
から受信した信号に応答して実時間で締めつけたり緩めたりされるように適合された胃バ
ンドを含んでいる。バンドの締めつけは、胃の狭窄をひき起こし、ひいては胃の体積を縮
小させる。その他の実施形態では、胃装置は、胃の中に設置され制御ユニットから受信し
た信号に応答して実時間で膨張及び収縮させるように適合されている胃バルーンを含む。
バルーンの膨張は、胃の有効体積を低減させ、直接的又は間接的に胃壁の膨満を誘発する
。さらにその他の実施形態においては、胃装置は、胃に適用され、胃の一部分の断面積を
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低減させるべく胃の筋肉の一部分の収縮パターンを修正するための電気信号を適用する単
数又は複数の電極セットを含む。
【００５０】
本発明の一部の実施形態においては、制御ユニットは、患者による摂食中胃の体積を低
減させるように胃装置を駆動するように適合されている。制御ユニットは、単数又は複数
の検知されたパラメータの変化に応答して、摂食を検出するべく摂食検出アルゴリズムを
利用する。摂食検出アルゴリズムは標準的に、摂食を検出するために、インピーダンスサ
ブアルゴリズム及び電気的低速波サブアルゴリズムのうちの一方又は両方を利用する。イ
ンピーダンスの増加は一般に、摂食の結果としての胃の膨満によってひき起こされる。標
準的には、胃底又はその近くに設置された電極を用いたインピーダンス測定が、胃前底部

10

又はその近くに設置された電極を用いたインピーダンス測定に比べ幾分か早く摂食を検出
する。胃前底部内の電気的活動の減少は一般に、食物で胃が充填された結果としての消化
活動によってひき起こされる。
【００５１】
インピーダンス摂食検出サブアルゴリズムは、標準的に、基線インピーダンス値を計算
し除去するために低速反応式を用いる。該式は、基線インピーダンス値の計算に対するノ
イズの効果を削減するべく低速反応式である。このサブアルゴリズムは次に、帯域通過フ
ィルタ効果をもたらすべく測定値に高域通過フィルタ及び低域通過フィルタの両方を適用
することにより、粗実時間インピーダンス測定値を処理する。結果としての処理済みイン
ピーダンス値は閾値と比較され、それより大きいことがわかった場合、摂食の標示として

20

解釈される。一部の利用分野については、インピーダンスサブアルゴリズムは、摂食の標
示としてではなく患者の姿勢変化の標示としてインピーダンスの突然の実質的変化を解釈
する。フィルタ内の少なくとも１つの値（例えば基線インピーダンス値）が、姿勢変化の
標示に応えて修正され、かくしてこの時間中にフィルタに非線形的に動作することになる
。インピーダンスの突然の実質的変化のこのような解釈は、姿勢変化によってひき起こさ
れる誤った摂食検出を低減させるかもしれない。
【００５２】
電気的低速波摂食検出サブアルゴリズムは、患者による摂食を標示する電気的事象を検
出するため実時間電気測定値を分析する。サブアルゴリズムは、連続する最近の電気的事
象の間の平均時間差（ラグ）を計算し、閾値より大きい平均を摂食の標示として解釈する

30

。（一般に、胃前底部内の電気的低速波の速度低下は、食物による胃の充填によってひき
起こされる消化活性の間に起こる）。一部の利用分野については、サブアルゴリズムは同
様に、高閾値と平均時間差を比較し、高閾値より大きい平均を、実際の摂食事象よりもむ
しろ偽摂食検出を標示するものとして解釈する。かかる偽陽性は、平均時間差を誤って増
大させる、センサーによる低速波の検出の時折の欠如によりひき起こされる可能性がある
。
【００５３】
本発明の一部の実施形態においては、結腸刺激システムには、患者の結腸又は遠位小腸
の近くのそれぞれの部位に適用されるように適合されている単数又は複数の電極及び制御
ユニットが含まれている。該制御ユニットは、部位に電気信号を適用するように電極を駆

40

動し、Ｌ−細胞又はその他の標的組織を刺激するように信号を設定し、これらの細胞又は
組織はかかる刺激に応答してグルカゴン様ペプチド−１（ＧＬＰ−１）の分泌を増大させ
る。かかるＧＬＰ−１分泌は、一般に患者の血糖コントロールを改善し、かくして肥満、
ＮＩＤＤＭ、心臓疾患及び高血圧を患う患者又はかかる疾病の危険性があると考えられて
いる健康な患者を治療するのに役立つ。一部の利用分野のためには、結腸刺激システムは
さらに、摂食検出ユニットを含んで成り、制御ユニットは、摂食検出に応答して信号を適
用するべく電極を駆動するように設定される。
【００５４】
発明人らは、本書に記述されているように小腸の遠位部分又は結腸の刺激が一部のタイ
プの細胞においてインシュリン感受性のアップレギュレーションを誘発し得るという仮説

50

(11)

JP 4943841 B2 2012.5.30

を立てている。このアップレギュレーションは、（ａ）刺激に対する間接的応答及び／又
は（ｂ）刺激に応答したホルモンの分泌を用いて行なわれ得る。
【００５５】
従って本発明の１実施形態に従うと、対象の姿勢変化を検出する方法において、
−

対象の胃の上の２つ以上の部位の間の電気インピーダンスを測定し、それに応答して

インピーダンス信号を生成する段階；及び
−

姿勢変化を検出するべくインピーダンス信号を分析する段階、

を内含する方法が提供されている。
【００５６】
一部の利用分野のためには、該方法は、
−

10

対象による潜在的摂食の標示を検出するべくインピーダンス信号をさらに分析する段

階；及び
−

姿勢変化が検出されなかった場合にのみ、潜在的節食の標示を摂食の標示として解釈

する段階；
を内含する。
【００５７】
さらに本発明の１実施形態に従うと、対象の摂食を検出するための方法において、
−

対象の胃の上の２つ以上の部位の間の電気インピーダンスを測定し、それに応答して

インピーダンス信号を生成する段階；
−

対象の姿勢変化を検出するべくインピーダンス信号を分析する段階；

−

対象による潜在的摂食の標示を検出するべくインピーダンス信号をさらに分析する段

20

階；及び
−

姿勢変化が検出されなかった場合にのみ、潜在的節食の標示を摂食の標示として解釈

する段階、
を内含する方法が提供されている。
【００５８】
さらに本発明の１実施形態に従うと、対象を治療するための方法において、
−

対象の結腸又は遠位小腸に対し電気信号を適用する段階；及び

−

対象を治療するべくグルカゴン様ペプチド−１（ＧＬＰ−１）の分泌を増大させるた

めに細胞を刺激するように信号を設定する段階、

30

を内含する方法が提供されている。
【００５９】
１実施形態においては、該方法は、対象による摂食を検出する段階を内含し、電気信号
を適用する段階には、摂食検出に応答して信号を適用する段階が内含されている。
【００６０】
同様に、本発明の１実施形態に従うと、対象の姿勢変化を検出する方法において、
−

対象の胃の上の２つ以上の部位の間の電気インピーダンスを測定し、それに応答して

インピーダンス信号を生成する段階；及び
−

インピーダンス信号の姿勢分析を実施することにより姿勢変化を検出する段階、

を内含する方法も提供されている。

40

【００６１】
一部の利用分野のためには、該方法は、インピーダンス信号の摂食分析を実施すること
により、対象による潜在的摂食の標示を検出する段階及び、姿勢分析に応答して、摂食を
標示するものとしてインピーダンス信号を解釈する段階を内含する。
【００６２】
さらに、本発明の１実施形態に従うと、対象による摂食を検出するための方法において
、
−

対象の胃の上の２つ以上の部位の間の電気インピーダンスを測定し、それに応答して

インピーダンス信号を生成する段階；
−

インピーダンス信号の姿勢分析を実施することにより対象の姿勢変化を検出する段階
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、
−

インピーダンス信号の摂食分析を実施することにより、対象による潜在的摂食の標示

を検出する段階；及び
−

姿勢分析に応答して、摂食を標示するものとしてインピーダンス信号を解釈する段階

、
を内含する方法が提供されている。
【００６３】
一部の利用分野のためには、姿勢変化の検出段階には、姿勢変化を標示するものとして
インピーダンス信号内の突然の実質的変化を解釈する段階が内含されている。代替的に又
は付加的には、姿勢変化の検出段階には、姿勢変化を標示するものとしてインピーダンス

10

信号内の突然の持続的変化を解釈する段階が内含されている。
【００６４】
一部の利用分野のためには、該方法は、摂食の検出に応答した形で対象の血液循環に対
しインシュリンを提供する段階を内含する。一部の利用分野のためには、該方法は、摂食
の検出に応答した形で対象の血液循環に対しコレシストケニンを提供する段階を内含する
。一部の利用分野のためには、該方法は、摂食の検出に応答した形で対象の膵臓に対して
電気信号を適用する段階を内含する。一部の利用分野のためには、該方法は、摂食の検出
に応答した形で対象の迷走神経に対して電気信号を適用することによりインシュリン分泌
を変調させる段階を内含する。
【００６５】

20

一部の利用分野のためには、潜在的摂食の標示を検出する段階には、胃の電気的測定値
を分析する段階及び該分析に応答して、低速波を標示する電気的事象が発生したか否かを
見極める段階が内含されている。
【００６６】
一部の利用分野のためには、潜在的摂食の標示を検出する段階には、インピーダンス信
号の基線値を計算する段階が内含されている。一部の利用分野のためには、解釈段階には
、姿勢分析に対し応答する形で基線値を修正する段階が内含されている。一部の利用分野
のためには、基線値を計算する段階には、基線値を計算するために遅反応式を用いる段階
が内含されている。
【００６７】

30

一部の利用分野のためには、潜在的摂食の標示を検出する段階には、インピーダンス信
号に低域通過フィルタを適用する段階が内含されている。一部の利用分野のためには、潜
在的節食の標示を検出する段階には、インピーダンス信号に高域通過フィルタを適用する
段階が内含されている。一部の利用分野のためには、解釈段階には、姿勢変化の検出に応
答した形でフィルタ内の少なくとも１つの値を修正する段階が内含されている。
【００６８】
１実施形態においては、該方法は、摂食の標示に応答した形で胃の体積を低減させる段
階を内含する。一部の利用分野のためには、胃の体積を低減させる段階には、胃のまわり
の胃バンドを締める段階が内含されている。代替的に又は付加的には、胃の体積を低減さ
せる段階には、胃内の胃バルーンを膨張させる段階が内含されている。さらに代替的に又

40

は付加的には、胃の体積を低減させる段階には、胃に対して電気信号を適用する段階及び
胃の単数又は複数の筋肉の収縮パターンを修正するように電気信号を設定する段階が内含
されている。
【００６９】
さらに本発明の１実施形態に従うと、
−

対象の結腸及び対象の遠位小腸から成るリストの中から選択された対象の部位に対し

電気信号を適用する段階；及び
−

対象を治療するべくグルカゴン様ペプチド−１（ＧＬＰ−１）の分泌を増大させるた

めに対象の細胞を刺激するように信号を設定する段階、
を内含する対象の治療方法が提供されている。
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【００７０】
１実施形態においては、細胞は、Ｌ細胞を内含し、信号を設定する段階には、ＧＬＰ−
１の分泌を増大させるべくＬ−細胞を刺激するように信号を設定する段階が内含されてい
る。
【００７１】
一部の利用分野のためには、部位には結腸が内含され、信号を適用する段階には、結腸
に対して信号を適用する段階が内含されている。代替的に又は付加的には、部位には遠位
小腸が内含され、信号を適用する段階には、遠位小腸に対し信号を適用する段階が内含さ
れている。
【００７２】

10

一部の利用分野のためには、該方法は、肥満、ＮＩＤＤＭ、心臓疾患、及び高血圧から
成るリストの中から選択された疾病を患う対象を選択する段階を内含しており、信号を適
用する段階には、選択された対象の部位に信号を適用する段階が内含されている。
【００７３】
一部の利用分野のためには、信号を適用する段階には、対象による摂食の検出に応答す
る形でではなく信号を適用する段階が内含されている。
【００７４】
一部の利用分野のためには、信号を適用する段階には、周期的に信号を適用する段階が
内含されている。
【００７５】

20

一部の利用分野のためには、信号を設定する段階には、信号の少なくとも１つのパラメ
ータを実時間で変動させる段階が内含されている。
【００７６】
１実施形態では、信号を適用する段階には、部位に興奮性組織制御（ＥＴＣ）信号を適
用する段階が内含されている。一部の利用分野のためには、該方法は、部位の自然の電気
的活動を検知する段階を内含しており、ＥＴＣ信号を適用する段階には、検知された自然
の電気的活動に応答してＥＴＣ信号を適用する段階が内含されている。
【００７７】
１実施形態においては、信号を設定する段階には、摂食の発生、過剰摂食の発生及び高
血糖値の発生から成るリストの中から選択された発生事実を検出する段階、発生を検出し

30

たのに応答して、信号の強度を増大させる段階、が内含されている。一部の利用分野のた
めには、信号を適用する段階には、パルスバーストの形で信号を適用する段階が内含され
、信号の強度を増大させる段階には各バースト内のパルスの周波数を増大させる段階が内
含されている。一部の利用分野のためには、信号を適用する段階には、パルスバーストの
形で信号を適用する段階が内含され、信号の強度を増大させる段階には連続するバースト
間の間隔取りを減少させる段階が内含されている。
【００７８】
１実施形態においては、信号を適用する段階にはパルスバーストの形で信号を適用する
段階が内含されている。一部の利用分野のためには、信号を設定する段階には、約１秒〜
約１０秒の持続時間を有するように連続するバースト間の間隔どりを設定する段階が内含

40

されている。一部の利用分野のためには、信号を設定する段階には、約１Ｈｚ〜約２００
Ｈｚの間となるように各バースト内のパルスの周波数を設定する段階が内含されている。
一部の利用分野のためには、信号を設定する段階には、約５Ｈｚ〜約５０Ｈｚの間となる
ように各バースト内のパルスの周波数を設定する段階が内含されている。
【００７９】
一部の利用分野のためには、該方法は、対象による摂食を検出する段階を内含しており
、電気信号を適用する段階には、摂食の検出に応答して信号を適用する段階が内含されて
いる。一部の利用分野のためには、摂食の検出に応答して信号を適用する段階には、該摂
食の開始と実質的に同時、摂食の開始後約１分〜約５分の間及び摂食の開始前約１分〜約
５分の間から成るリストの中から選択された時点で信号の適用を開始する段階が内含され
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ている。
【００８０】
一部の利用分野のためには、摂食を検出する段階には、
−

対象の胃の上の２つ以上の部位の間の電気インピーダンスを測定し、それに応答して

インピーダンス信号を生成する段階；
−

インピーダンス信号の姿勢分析を実施することにより対象の姿勢変化を検出する段階

；
−

インピーダンス信号の摂食分析を実施することにより、対象による潜在的摂食の標示

を検出する段階；及び
−

姿勢分析に応答して、摂食を標示するものとしてインピーダンス信号を解釈する段階

10

、
が内含されている。
【００８１】
一部の利用分野のためには、摂食を検出する段階には、
−

対象の胃の上の２つ以上の部位の間の電気インピーダンスを測定し、それに応答して

インピーダンス信号を生成する段階；
−

インピーダンス信号の突然の持続的変化の測定値を閾値に比較する段階；及び

−

インピーダンス信号を分析することにより、そして比較段階に応答して、摂食を検出

する段階、
が内含されている。

20

【００８２】
一部の利用分野のためには、摂食を検出する段階には、胃の電気的測定値を分析する段
階及び分析に応答して、低速波を標示する電気的事象が発生したか否かを見極める段階が
内含されている。
【００８３】
本発明の１実施形態に従うと、付加的に、
−

対象の結腸及び対象の遠位小腸から成るリストの中から選択された対象の部位に対し

電気信号を適用する段階；及び
−

該対象を治療する目的で、ペプチドＹＹ（ＰＹＹ）の分泌を増大させるように対象の

細胞を刺激すること及び該対象の細胞によるグレリンの分泌を阻害することから成るリス

30

トの中から選択された１つの動作を実施するように信号を設定する段階、
を内含する対象を治療する方法が提供されている。
【００８４】
一部の利用分野のためには、細胞にはＬ−細胞が内含される。
【００８５】
一部の利用分野のためには、部位には結腸が内含され、信号を適用する段階には、結腸
に対して信号を適用する段階が内含されている。代替的に又は付加的には、部位には遠位
小腸が内含され、信号を適用する段階には、遠位小腸に対し信号を適用する段階が内含さ
れている。
【００８６】

40

一部の利用分野のためには、該方法は、肥満、ＮＩＤＤＭ、心臓疾患、及び高血圧から
成るリストの中から選択された疾病を患う対象を選択する段階を内含しており、信号を適
用する段階には、選択された対象の部位に信号を適用する段階が内含されている。
【００８７】
一部の利用分野のためには、信号を適用する段階には、対象による摂食の検出に応答す
る形でではなく信号を適用する段階が内含されている。
【００８８】
一部の利用分野のためには、信号を適用する段階には、周期的に信号を適用する段階が
内含されている。
【００８９】
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一部の利用分野のためには、信号を設定する段階には、信号の少なくとも１つのパラメ
ータを実時間で変動させる段階が内含されている。
【００９０】
１実施形態においては、信号を適用する段階には、部位に興奮性組織制御（ＥＴＣ）信
号を適用する段階が内含されている。一部の利用分野のためには、該方法は、部位の自然
の電気的活動を検知する段階を内含しており、ＥＴＣ信号を適用する段階には、検知され
た自然の電気的活動に応答してＥＴＣ信号を適用する段階が内含されている。
【００９１】
１実施形態においては、信号を設定する段階には、
−

摂食の発生、過剰摂食の発生及び高血糖値の発生から成るリストの中から選択された

10

発生事実を検出する段階、
−

発生を検出したのに応答して、信号の強度を増大させる段階、

が内含されている。
【００９２】
一部の利用分野のためには、信号を適用する段階には、パルスバーストの形で信号を適
用する段階が内含され、信号の強度を増大させる段階には各バースト内のパルスの周波数
を増大させる段階が内含されている。
【００９３】
１実施形態においては、信号を適用する段階には、パルスバーストの形で信号を適用す
る段階が内含され、信号の強度を増大させる段階には連続するバースト間の間隔取りを減

20

少させる段階が内含されている。
【００９４】
一部の利用分野のためには、信号を適用する段階にはパルスバーストの形で信号を適用
する段階が内含されている。
【００９５】
一部の利用分野のためには、信号を設定する段階には、約１秒〜約１０秒の持続時間を
有するように連続するバースト間の間隔どりを設定する段階が内含されている。
【００９６】
一部の利用分野のためには、信号を設定する段階には、約１Ｈｚ〜約２００Ｈｚの間と
なるように各バースト内のパルスの周波数を設定する段階が内含されている。一部の利用

30

分野のためには、信号を設定する段階には、約５Ｈｚ〜約５０Ｈｚの間となるように各バ
ースト内のパルスの周波数を設定する段階が内含されている。
【００９７】
一部の利用分野のためには、該方法は、対象による摂食を検出する段階を内含しており
、電気信号を適用する段階には、摂食の検出に応答して信号を適用する段階が内含されて
いる。
【００９８】
一部の利用分野のためには、摂食の検出に応答して信号を適用する段階には、該摂食の
開始と実質的に同時、摂食の開始後約１分〜約５分の間及び摂食の開始前約１分〜約５分
の間から成るリストの中から選択された時点で信号の適用を開始する段階が内含されてい

40

る。
【００９９】
さらに付加的には本発明の１実施形態に従うと、対象の姿勢変化を検出する方法におい
て、
−

対象の組織の上の２つ以上の部位の間の電気インピーダンスを測定し、それに応答し

てインピーダンス信号を生成する段階；及び
−

インピーダンス信号の姿勢分析を実施することにより姿勢変化を検出する段階、

を内含する方法が提供されている。
【０１００】
一部の利用分野のためには、該方法は、
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インピーダンス信号の摂食分析を実施することにより、対象による潜在的摂食の標示

を検出する段階；及び
−

姿勢分析に応答して、摂食を標示するものとしてインピーダンス信号を解釈する段階

、
を内含している。
【０１０１】
同様に本発明の１実施形態に従うと、対象による摂食を検出するための方法において、
−

対象の胃の上の２つ以上の部位の間の電気インピーダンスを測定し、それに応答して

インピーダンス信号を生成する段階；
−

インピーダンス信号の突然の持続的変化の測定値を閾値に比較する段階；及び

−

インピーダンス信号を分析することにより、そして比較段階に応答して、摂食を検出

10

する段階、
を内含する方法が提供されている。
【０１０２】
一部の利用分野のためには、インピーダンス信号を分析する段階には、インピーダンス
信号に対し高域通過フィルタを適用する段階が内含されている。一部の利用分野のために
は、インピーダンス信号を分析する段階には、インピーダンス信号の測定値と閾値を比較
する段階が内含されている。一部の利用分野のためには、インピーダンス信号を分析する
段階には、インピーダンス信号に対し低域通過フィルタを適用する段階が内含されている
20

。
【０１０３】
一部の利用分野のためには、変化の測定値を比較する段階には、変化の現測定値と変化
の前測定値の間の差異を計算する段階及び該差異の絶対値と閾値を比較する段階が内含さ
れている。
【０１０４】
一部の利用分野のためには、インピーダンス信号を分析する段階は、インピーダンス信
号の基線値を計算する段階を内含している。一部の利用分野のためには、基線値を計算す
る段階には、基線値を計算するために遅反応式を用いる段階が内含されている。一部の利
用分野のためには、摂食を検出する段階には、該測定値が閾値より大きい場合に基線値を
リセットする段階が内含されている。一部の利用分野のためには、基線値をリセットする

30

段階には、インピーダンス信号の現行値を該基線値に付加する段階が内含されている。
【０１０５】
さらに、本発明の１実施形態に従うと、対象の姿勢変化を検出するための器具において
、
−

対象の胃の上のそれぞれの部位に結合させるように適合された２つの電極；及び

−・

電極間に電流を駆動する、

・

電流に応答して、部位間の電気インピーダンスを測定する、

・

測定された電気インピーダンスに応答してインピーダンス信号を生成する、及び

・

インピーダンス信号の姿勢分析を実施することによって姿勢の変化を検出する、

ように適合された制御ユニット、

40

を内含する器具が提供されている。
【０１０６】
さらに、本発明の１実施形態に従うと、対象の摂食を検出するための器具において、
−

対象の胃の上のそれぞれの部位に結合させるように適合された２つの電極；及び

−・

電極間に電流を駆動する、

・

電流に応答して、部位間の電気インピーダンスを測定する、

・

測定された電気インピーダンスに応答してインピーダンス信号を生成する、及び

・

インピーダンス信号の姿勢分析を実施することによって対象の姿勢の変化を検出す

る、
−

インピーダンス信号の摂食分析を実施することによって対象による潜在的節食の標示
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を検出する；及び
−

姿勢分析に応答して、摂食を標示するものとしてインピーダンス信号を解釈する、

ように適合された制御ユニットを内含する器具が提供されている。
【０１０７】
付加的には、本発明の１実施形態に従うと、
−

対象の結腸及び対象の遠位小腸から成るリストの中から選択された対象の部位に対し

結合されるように適合された少なくとも1つの電極；及び
−

少なくとも1つの電極を駆動し、対象を治療するべくグルカゴン様ペプチド−１（Ｇ

ＬＰ−１）の分泌を増大させるために対象の細胞を刺激するように信号を設定するように
適合されている制御ユニット、

10

を内含する、対象の治療器具が提供されている。
【０１０８】
さらに付加的には、本発明の１実施形態に従うと、対象を治療するための器具において
、
−

対象の結腸及び対象の遠位小腸から成るリストの中から選択された対象の部位に結合

されるように適合された少なくとも１つの電極、及び
−

部位に対し電気信号を適用するべく少なくとも１つの電極を駆動し、該対象を治療す

る目的で、ペプチドＹＹ（ＰＹＹ）の分泌を増大させるべく対象の細胞を刺激すること及
び対象の細胞によるグレリンの分泌を阻害することから成るリストの中から選択された１
つの動作を実施するように信号を設定するように適合されている制御ユニット、

20

を内含する器具が提供されている。
【０１０９】
同様に、本発明の１実施形態に従うと、対象の姿勢変化を検出するための器具において
、
−

対象の組織の上のそれぞれの部位に結合させるように適合された２つの電極；及び

−・

電極間に電流を駆動する、

・

電流に応答して、部位間の電気インピーダンスを測定する、

・

測定された電気インピーダンスに応答してインピーダンス信号を生成する、及び

・

インピーダンス信号の姿勢分析を実施することによって姿勢の変化を検出する、

ように適合された制御ユニット、

30

を内含する器具が提供されている。
【０１１０】
さらに、本発明の１実施形態に従うと、対象による摂食を検出するための器具において
、
−

対象の胃の上のそれぞれの部位に結合させるように適合された２つの電極；及び

−・

電極間に電流を駆動する；

・

電流に応答して、部位間の電気インピーダンスを測定する；

・

測定された電気インピーダンスに応答してインピーダンス信号を生成する；

・

インピーダンス信号の突然の持続的変化の測定値を閾値と比較する；及び

・

インピーダンス信号を分析することによって及び比較に応答して、摂食を検出する

40

、
ように適合された制御ユニット、
を内含する器具が提供されている。
【０１１１】
本発明は、図面と合わせてその実施形態についての以下の詳細な説明考慮することによ
ってさらに充分に理解できることだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１２】
実施形態の詳細な説明
ここで、本発明のそれぞれの実施形態に従った胃制御器具１８の概略図である図１，２
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及び３を参照する。器具１８は、移植可能な又は外部の制御ユニット９０、及び患者の胃
２０の体積を機械的又は電気的に修正するように適合された胃装置２６を含んで成る。図
１に示された実施形態においては、胃装置２６は、胃２０のまわりに設置され締めつけら
れて胃２０の狭窄をひき起こし、かくして胃２０の体積を減少させるように適合されてい
る調整可能な胃バンド３２を含む。図２に示されている実施形態においては、胃装置２６
は、胃バルーンアセンブリ３４を含み、そのバルーン３６は、胃２０の中に設置され胃２
０の有効体積（すなわち生理学的な満腹感の標示が生成される前の、食物を保持するのに
利用可能である胃の体積）を減少させるように膨張させられるように適合されている。図
３に示されている実施形態においては、胃装置２６は、胃の一部分の横断面積を減少させ
るべく胃の筋肉の一部分の収縮パターンを修正する目的で、胃の上又は胃の近くのそれぞ

10

れの部位に対して増強信号を適用するべく制御ユニット９０により駆動されている単数又
は複数の電極１００を含んで成る。
【０１１３】
器具１８は標準的に、患者による摂取を標示する生理学的パラメータを検知するための
単数又は複数のセンサーセット６８をさらに含んで成る。センサー６８は、例えば、胃２
０の上又は中に設置され自然の胃の電気的活動に応答して制御ユニット９０に電気信号を
搬送する単数又は複数の専用の局所的検知電極７４、含むことができる。代替的に又は付
加的には、センサー６８は、胃の上又は中に設置され制御ユニット９０に結合されている
単数又は複数の機械的センサー７０（例えば、加速度計、力変換器、ひずみ計又は圧力計
）を含んでいる。さらに代替的に又は付加的には、センサー６８は、胃腸管の上又は内部

20

又は患者の身体の上又は内部のその他の場所に設置され制御ユニット９０に結合されてい
る単数又は複数の補足的センサー７２（例えばｐＨセンサー、血糖センサー、胃内圧セン
サー及び／又は聴力センサー）を含む。１実施形態においては、単数又は複数のセンサー
６８が、胃バンド３２の内部表面又はバルーン３６の外部表面といったような、胃２０の
組織と接触することになる胃装置２６の表面に固定されている。
【０１１４】
制御ユニット９０は、センサー６８から単数又は複数の信号を受信し、信号を分析し、
分析に応答して胃装置２６を駆動して胃の体積減少の規模を実時間で調整するように適合
されている。減少させられた胃の体積は、かかる胃の体積の減少が無い場合に感じられる
はずであるものに比較して患者が感じる満腹感を増大させ、従って一般的には、肥満を治

30

療するべく患者の食欲を低減させる。標準的には、制御ユニット９０及びセンサー６８は
、患者の体の中に永久的に又は半永久的に設置されるか又は結合される。センサーの数な
らびにその位置は、一例として図１〜３に示されており、本発明のその他の利用分野にお
けるセンサー設置については胃２０の上又はその近辺のその他の部位が適切である。
【０１１５】
図４は、本発明の１実施形態に従った胃制御器具１８の概略的ブロック図である。セン
サー６８は、標準的に、制御ユニット９０にフィードバック信号を提供するように結合さ
れている。フィードバック信号は一般に、胃の現在の状態（例えば空か満杯か）及び胃の
活動レベル（患者による現在の又は最近の摂取の標示）のさまざまな様相についての情報
を制御ユニット９０に提供し、制御ユニット９０が信号を分析して分析に応えて胃装置２

40

６を駆動できるようする。標準的には、胃の体積減少の規模は、例えば所望の胃収縮レベ
ルの機械的センサー７０による標示又は所望の範囲内の患者の血糖レベルの維持の補足的
センサー７２による標示などの所望の応答を生成する目的でフィードバック信号に応答し
て制御ユニット９０によって調整される。一部の利用分野のためには、オペレータ制御機
構７１が患者及び／又はヘルスケア提供者が胃装置２６の動作のさまざまな様相を制御で
きるようにしている。
【０１１６】
本発明の１実施形態においては、制御ユニット９０は、単数又は複数の検知されたパラ
メータ内の変化に応答して、患者による摂食を検出するために摂食検出アルゴリズムを利
用する。該摂食検出アルゴリズムは標準的には、摂食を検出するため、インピーダンスサ
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ブアルゴリズム及び電気的低速波サブアルゴリズムといったサブアルゴリズムのうちの一
方又は両方を利用する。インピーダンスの増加は一般的には、摂食の結果としての胃の膨
満によってひき起こされる。胃前底部における電気的活動の速度の低下は一般に、食物で
胃を充填した結果としての消化活動によってひき起こされる。
【０１１７】
摂食事象を検出した時点で、制御ユニット９０は、過剰摂食が吐気、おう吐及び／又は
食欲喪失を結果としてもたらすことから患者の摂食能力を制限するべく、胃２０の体積を
減少させるために胃装置２６を駆動する。摂食の停止は、標準的には、（ａ）特定の摂食
標示がもはや検出されないこと及び／又は（ｂ）本書で記述したものと類似するアルゴリ
ズムを実行したものの胃底圧の低下又は基底低速波速度の回復などを標示する異なる閾値

10

が樹立されること、によって決定される。摂食の停止を識別した時点で、制御機構は胃装
置２６を駆動して、当初の胃の体積を回復させ、例えば胃が逆効果を招くよう再構築され
るのを妨げる。代替的に又は付加的には、摂食事象の検出時点で、制御ユニット９０は、
以下のものを適用する：
・

図９〜１１を参考にして以下で記述されている結腸刺激技術；及び／又は

・

本書と同一日付で提出された「治療、摂食検出及び血糖値検出用の肝臓装置」という

題の前述の米国仮特許出願の中で記述された肝臓門脈刺激技術。
【０１１８】
さらに代替的に又は付加的には、摂食事象の検出時点で、制御ユニット９０は、以下の
ものを含めた（ただしこれらに制限されるわけではない）当該技術分野において既知の食

20

欲抑制用の単数又は複数の技術を使用する、
・

インシュリンポンプを活動化させること；

・

コレシストキニン（ＣＣＫ）ポンプを活動化させること（これは、一部の利用分野の

ためには、本書に記述されているその他の技術のいくつか又は全てが無い場合に、代謝又
は行動障害を治療するために実施される）；
・

本書に参考として内含されているHouben et al.,に対する米国特許第５，９１９，２

１６号に記述されている技術を用いて膵臓を刺激すること；及び
・

本書に参考として内含されているWernicke et al.,に対する米国特許第５，１８８，

１０４号、５，２３１，９８８号及び／又は５，２６３，４８０号の中で記述されている
ように、インシュリン分泌を変調させるべく迷走神経を刺激すること。

30

【０１１９】
制御ユニットは標準的に、例えば１００ミリセカンド毎に一回サンプリングを行なうこ
とにより、摂食検出アルゴリズムを周期的に呼び出すように設定されている。本発明の１
実施形態においては、制御ユニット９０は、摂食検出アルゴリズム及びサブアルゴリズム
を状態機械として実装する。
【０１２０】
制御ユニット９０は標準的には、摂食検出アルゴリズムがどのサブアルゴリズムを利用
するかをヘルスケア従事者が特定できるように設定可能である。両方のサブアルゴリズム
の使用が特定されている場合、制御ユニットは２つのマイクロプロセッサを使用すること
により又代替的には単一のマイクロプロセッサをタイムシェアリングすることによって、

40

サブアルゴリズムの両方を基本的に同時に実行する。さらに、このような場合、制御ユニ
ットは標準的にさらに、摂食事象が発生中であることを摂食検出アルゴリズムが決定する
ために両方のサブアルゴリズムからの標示が必要とされるか否か（すなわち論理ＡＮＤオ
ペレーション）又は、一方のサブアルゴリズムからの標示で充分であるか否か（すなわち
論理ＯＲオペレーション）を特定するように設定可能である。ＡＮＤオペレーションが特
定された場合、制御ユニットは標準的にはさらに、以下で図８を参考にして記述されるよ
うに、２つのサブアルゴリズムによる摂食検出の間の必要とされるシンクロニーの程度を
特定するようにも設定可能である。
【０１２１】
本発明の実施形態に従った摂食検出のためのインピーダンスサブアルゴリズム２００を
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例示する流れ図である図５を参照する。インピーダンスサブアルゴリズム２００は入力と
して、専用に胃２０の底及び／又は前底部上又は中に標準的に設置されている単数又は複
数の局所的検知電極７４によって生成されるインピーダンス測定値２０２を有する（図１
〜３）。この実施形態においては、局所的検知電極７４は、内部を小さな電流が駆動され
る２つ以上の電極を含む。結果としての電圧降下の同時測定がインピーダンスを生成する
。局所的検知電極７４が胃底及び胃前底部の上又はその両方の中に設置された場合、制御
ユニットは、標準的に、胃底及び／又は胃前底部からのインピーダンスが使用されること
をヘルスケア従事者が選択できるように設定可能である。インピーダンス測定値２０２は
、例えば１００ｍｓ毎に一回といったように周期的に生成されサブアルゴリズム内に入力
される。ここでは一連のインピーダンス測定の間が１００ｍｓ離隔されているものとして
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一般的に記述されているものの、これは例示を目的としたものであっても制限ではないと
いうことに留意されたい。バッテリの寿命が大きな問題ではない利用分野のためには、１
０ｍｓ毎の測定周期を使用することができる。代替的には、一部の利用分野のためには、
インピーダンス測定はほぼ１〜１０秒毎に実施される。
【０１２２】
インピーダンス測定値２０２の受信時点で、サブアルゴリズム２００はそのインピーダ
ンス測定値を用いて基線計算段階２０４でインピーダンスの基線値を計算する。サブアル
ゴリズム２００は、標準的に、基線の計算に高周波ノイズが影響を及ぼすのを回避するべ
く、基線値を計算するために低速反応式を使用する。例えば、サブアルゴリズムは、基線
値を計算し更新するために以下の等式を使用しうる：

20

Ｂ＝［Ｂ*（Ｎ１−１）＋Ｘ］／（Ｎ１*Ｎ３）
なお式中、Ｂは基線値（ゼロに初期化されたもの）、Ｎ１は定数、例えば５１２であり、
Ｘはインピーダンス測定値２０２、Ｎ３は標準的に約１〜約１０の間の値を有する設定可
能なパラメータである。例えばＮ３は１、２、４及び８から選択された値をもつことがで
きる。Ｎ３のより高い値は、基線へのより緩慢な収束を結果としてもたらす。
【０１２３】
サブアルゴリズム２００は、高域通過フィルタステップ２０６で基線値と測定値を比較
することにより、インピーダンス測定値２０２に対し高域通過フィルタを適用する。標準
的には、サブアルゴリズムは、基線値とインピーダンス測定値２０２から減算し結果とし
てインピーダンス分散値すなわち基線からのインピーダンス測定値の差異値を得ることに
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よってこの比較を実施する。サブアルゴリズム２００の初期化時点で、サブアルゴリズム
は、初めてステップ２０６を実施する前に基線値について適正な収束を得るべく、一定数
の周期の間ステップ２０４をくり返すことができる。一部の利用分野のためには、このス
テップ２０４の反復は、サブアルゴリズム２００全体を通して各サイクル中に実施される
。
【０１２４】
低域通過フィルタステップ２０８において、サブアルゴリズム２００は低域通過フィル
タをインピーダンス分散値に適用して、処理済みインピーダンス値を結果として得る。こ
の低域通過フィルタ作業はインピーダンス分散値の分散を平滑化し、スペリアスな高い値
をろ過して除去するのに役立つ。例えば、サブアルゴリズム２００は、低域通過フィルタ
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作業を実施するのに以下の等式を使用することができる：
Ｓ＝［Ｓ*（２N4−１）＋△Ｘ］／２N4
なお式中、Ｓは処理済みインピーダンス値（ゼロに初期化されたもの）、であり、Ｎ４
は、約１と約５の間の値を標準的に有する設定可能なパラメータであり、△Ｘはインピー
ダンス分散値である。例えばＮ４は、１、２、３及び４から選択された値を有することが
できる。Ｎ４のさらに高い値は、偽陽性の摂食標示を低減させる傾向をもち、一方さらに
低い値は偽陰性を低減させる傾向にある。一般に、値１〜４の任意のものが適切である。
【０１２５】
サブアルゴリズム２００は、閾値検定ステップ２１０において、設定可能な閾値と処理
済みインピーダンス値を比較する。該閾値は標準的には、約２オームと約８オームの間に
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ある。例えば、該閾値は、局所的検知電極７４が胃食道接合部より下約２ｃｍのところで
約２．５ｃｍ離隔して設置されている場合、約３０オームと約４０オームの間であり得る
。処理済みインピーダンス値は、インピーダンス測定値２０２と基線値の間の差を表わす
ことから、閾値は標準的に百分率変化としてではなくむしろ絶対値（すなわちオーム単位
）として表現される。処理済みインピーダンス値が閾値より大きいことをサブアルゴリズ
ム２００が発見した場合、サブアルゴリズムは、摂食検出済みステップ２１２でインピー
ダンス条件信号を生成する。そうでなければ、サブアルゴリズムは、新しいインピーダン
ス測定値２０２が生成されるまで待機し、該方法を反復する。（図８を参照して以下で記
述されたＡＮＤシンクロニー技術を内含する本発明の実施形態においては、サブアルゴリ
ズムは、インピーダンス摂食検出信号と共に現時刻（ｔZ）を内含する。さらに、サブア
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ルゴリズムは、摂食を検出しない場合、現時刻（ｔNonZ）を含む非インピーダンス信号を
生成する。
【０１２６】
本発明の実施形態に従って摂食を検出するためのインピーダンスサブアルゴリズムを例
示する流れ図である図６を次に参照する。インピーダンスサブアルゴリズム２２０は標準
的にサブアルゴリズム２００と同じステップ２０４〜２１２を内含する。しかしながらサ
ブアルゴリズム２２０は以下で記述するようにいくつかの付加的なステップを含んでいる
。
【０１２７】
図５を参考にして記述した通り、ステップ２０８で低域通過フィルタを適用した後、サ
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ブアルゴリズム２２０は、比較ステップ２２２で、サブアルゴリズム２２０を通して先行
サイクル中に決定した処理済みインピーダンス値と低域通過フィルタから受理した現行の
処理済みインピーダンス値を比較する。以下の等式はこの比較を表わしている：
ｄ＝Ｓt−Ｓt‑N5
なお式中、ｄは現行の処理済みインピーダンス値と先行する処理済みインピーダンス値の
間の差であり、Ｓt‑N5は、Ｎ５周期前に取られたインピーダンス測定値に基づいて計算さ
れた処理済みインピーダンス値である。上述のように、各々の測定周期は１００ｍｓの持
続時間を有する可能性がある。異なる測定周期をもつプロトコルについては、Ｎ５及びそ
の他のパラメータを必要な変更を加えながら適切に変化させることができる。Ｎ５は、測
定周期が１００ｍｓの持続時間を有する場合、標準的には約１〜約５００測定周期の間の
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値を有する設定可能なパラメータである。例えばＮ５は、１、５、１０、２０、３０、５
０、１００及び２００測定周期の中から選択された値を有する。
【０１２８】
差ｄの絶対値は、差異検査ステップ２２４で予め設定された閾値と比較される。該差異
が該閾値より大きい場合、リセット基線ステップ２２６でサブアルゴリズム２２０は、基
線値に対し現行の処理済みインピーダンス値を付加することにより基線値をリセットする
（現行の処理済みインピーダンス値が負である場合、このような付加は基線値を減少させ
る）。サブアルゴリズム２２０は、新しいインピーダンス測定値２０２が生成されるまで
待機し、該方法を反復する。ただし、ステップ２２４において該差異が閾値以下であるこ
とを発見した場合には、サブアルゴリズム２２０は、図５を参考にして以上で記述した通
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り、検査ステップ２１０まで進む。
【０１２９】
一部の利用分野のためには、Ｎ５が１より大きい場合、サブアルゴリズム２２０は、Ｎ
５のインピーダンス測定毎に１回だけ、検査ステップ２２４及び２１０を実施する。この
ようなテスト頻度の減少により、電力消費は減り、かくして胃制御器具１８のバッテリ作
動式実装のバッテリ寿命は延びる。
【０１３０】
ステップ２２２、２２４及び２２６の実施は、患者の姿勢変化によりひき起こされる摂
食検出の誤りを削減するのに役立つ可能性がある。姿勢変化は時として、インピーダンス
測定値の突然の実質的変化をひき起こす。かかるインピーダンス変化は、標準的に摂食の
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開始によって一般にひき起こされる変化（及び結果としての胃体積の漸進的増加）よりも
大きく又突然のものであり、一般に患者が新しい姿勢を維持するかぎり続く。ステップ２
２６で基線値をリセットすることにより、サブアルゴリズム２２０は基線値の中にインピ
ーダンスの突然の変化を取込む。サブアルゴリズム２２０は、次のサイクルから始めてア
ルゴリズム全体を通して、ステップ２０６で高域通過フィルタのためにリセットされた基
線値を使用する。ステップ２２２、２２４及び２２６の実施によってひき起こされる可能
性のあるあらゆる偽陰性は一般に過渡的であるという点に留意されたい。サブアルゴリズ
ム２２０がひきつづき摂食を検出するまでの短かい遅延は一般に胃制御器具１８の性能に
有意な影響を及ぼさない。
【０１３１】
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ここで、本発明の１実施形態に従った摂食検出のための電気的低速波サブアルゴリズム
３００を例示する流れ図である図７を参照する。低速波サブアルゴリズム３００は入力と
して、単数又は複数の局所的検知電極７４により生成された電気的測定値３０２を有する
（図１〜３）。以上で記述した通り、インピーダンスが測定される利用分野では、これら
の局所的検知電極７４は、インピーダンス測定のために使用されるものと同じ局所的検知
電極７４であってもよいし、或いは又それとは別であってもよい。サブアルゴリズムは、
分析ステップ３０４で低速波を標示する電気的事象が発生したか否かを見極めるために、
電気的測定値を分析する。低速波を検出するための当該技術分野において既知の技術を分
析ステップ３０４で利用することができる。事象検査ステップ３０６においては、サブア
ルゴリズムは、事象を検出しなかった場合、もう１つの電気測定値３０２が取られるまで
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待機し、該方法の始めまで戻る。
【０１３２】
しかしながら、ステップ３０６で事象を検出した場合、サブアルゴリズム３００はその
事象の時刻を時刻記録ステップ３０８で記録する。その後サブアルゴリズムは、現行事象
と最近の先行事象の間の時間差（ラグ）を計算し、最近のＮ６の時間差（現行時刻差を含
む）を、平均計算ステップ３１０で平均する。Ｎ６は標準的には約１と約１０の間の値を
有する。例えば、Ｎ６は、１、２、４及び６から選択されるように設定可能であり得る。
サブアルゴリズム３００は、低閾値比較ステップ３１２において、標準的には約２０秒と
約３０秒の間である低閾値と平均を比較する。一般に、胃前底部における電気的低速波の
速度の低下が、食物での胃の充填によってひき起こされる消化活動の間に起こる。従って
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、平均が低閾値以上であることを発見した場合、サブアルゴリズム３００は、かかる発見
事実を患者による潜在的節食を標示するものとして解釈し、以下で記述されている高閾値
比較ステップ３１４へと進む。一方、平均が低閾値よりも低いことを発見した場合、サブ
アルゴリズムはもう１つの電気測定値３０２が取られるまで待機し、該方法の始めまで戻
る。
【０１３３】
高閾値比較ステップ３１４では、サブアルゴリズム３００は、標準的には約２５秒と約
８０秒の間、例えば約６０秒と約８０秒の間にある高閾値と平均時間差を比較する。（高
閾値は標準的に時間差の基底レベルより約３倍から４倍大きいものである）。この比較は
一般に局所的検知電極７４による低速波の検出の偶発的欠如によってひき起こされ得る誤
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った摂食検出を削減する。平均が低閾値未満であることを発見した場合、サブアルゴリズ
ムは、摂食検出済みステップ３１６で低速波条件信号を生成する。一方、平均が高閾値以
上であることを発見した場合、サブアルゴリズムはもう１つの電気測定値３０２が取られ
るまで待機し、該方法の始めまで戻る。一部の利用分野のためには、サブアルゴリズムは
ステップ３１４を省き、平均が低閾値以上であることをサブアルゴリズムが発見した場合
、ステップ３１２からステップ３１６まで直接進む（以下で図８を参考にして記述されて
いるＡＮＤシンクロニー技術を内含する本発明の実施形態においては、サブアルゴリズム
は低速波摂食検出信号と共に現時刻（tRate）を内含している）。
【０１３４】
１つの実施形態においては、以上で記述されている通りの胃の電気的活動の解釈に基づ

50

(23)

JP 4943841 B2 2012.5.30

く摂食検出は、以下のプロトコルのうちの単数又は複数のものによって補足または置換さ
れる：
・

低速波の内部での活動電位伝播速度の分析。活動電位伝播速度は標準的には、低速波

の持続時間を測定することによって決定される。例えば低速波の平均基底持続時間が５秒
である場合には、約７〜１５％だけ（例えば５．５秒に対し１０％だけ）持続時間が延び
たことは、間近の摂食の予測又は胃の膨満の標示として解釈される。その後の平均基底持
続時間に向かっての持続時間の減少は、摂食停止の標示である。代替的に又は付加的には
、持続時間以外の低速波の形態的特長の変化が摂食の開始及び終了を決定するべく分析さ
れる。
・

摂食の開始又は間近の開始を標示する胃前底部の収縮の検知。特定の周波数帯域内の

10

検知されたエネルギーの存在の増加は、胃前底部収縮が発生しており摂食が開始したか又
は開始しようとしていることの標示として解釈される、ということを表わしている。一部
の利用分野のためには、エネルギー帯域は約０．５Ｈｚから約３Ｈｚまでの範囲内にあり
、標準的には約１Ｈｚと２Ｈｚの間にある。これに相応して、周波数帯域内の検知された
エネルギーの減少は、摂食の停止を標示するものとして解釈される。
・

自然の胃ペーシング異所性部位の検出。検知された律動不整が異所性部位で開始する

ものと判定された場合、これは、胃の状態が変化しつつある（例えば、満たされつつある
か又は空になりつつある）ことを標示するものとして解釈される。
・

胃の電気的活動の遠心性神経変調の検知。約５Ｈｚを超える（例えば約５〜１５Ｈｚ

）検知された電気的活動の開始は、間近の摂食の予測又は摂食の開始を標示するものとし

20

て解釈される。胃の上に設置された電極は、それらが活動電位を伝播する神経の上に直接
設置されていない場合でさえこの活動を検出する。
【０１３５】
一部の利用分野のためには、摂食が始まっていることの制御ユニット９０による判定の
信頼性を高めるため、摂食の考えられる多数の標示が組合せて分析される。例えば、５つ
の考えられる標示要素が評価される場合には、摂食の判定は、該標示要素の５つのうちの
少なくとも４つが正である場合にのみ行なうことができる。１実施形態においては、標示
要素のうちの一部分（例えばインピーダンス変化及び／又は連続する低速波間の間隔の変
化）に、他の標示要素よりも高い重みが与えられる。
30

【０１３６】
本発明の実施形態に従った「ＡＮＤシンクロニー」を適用中の制御ユニット９０の状態
を概略的に例示するブロック図である図８を参照する。制御ユニット９０は、標準的には
、インピーダンス及び低速波サブアルゴリズムの両方を使用するため及び必要とされるシ
ンクロニーの程度とＡＮＤオペレーションを用いた２つのサブアルゴリズムからの出力を
組合わせるように設定されている場合、これらの状態を実行する。制御ユニットは、２つ
のサブアルゴリズムが同時に又は互いに或る一定の時間内に摂食を検出した場合にのみ、
摂食判定を行なう。ＡＮＤシンクロニーを実行するための同等の技術は、本出願を読んだ
当業者にとって明白であると思われ、これらも本発明の範囲内に入る。
【０１３７】
制御ユニット９０のデフォルト状態は、待機状態３５０である。この状態の初期化時点
で、制御ユニットは（各々以下で記述する）以下の変数を初期化する：（ａ）Actual

40

Ｚ

はＮＯに等しくセットされる、（ｂ）tLastNoZは負の無限（又は−３２７６８といったよ
うなそれを代表する数字）にセットされる。そして（ｃ）tRateは負の無限（又は−３２
７６８といったようなそれを代表する数字）に等しくセットされる。待機状態では、制御
ユニットは、サブアルゴリズム２００及び２２０が信号を生成するか否かを、以下の３つ
の検査ステップを実質的に同時に実施することによってか又は以下の３つの検査ステップ
を急速に周期的にくり返すことによって、周期的に又は実質的に恒常的に監視する：
・

インピーダンス検査ステップ３５２で、制御ユニット９０は、図５を参照しながら以

上で記述された、ステップ２１２で生成されるようなインピーダンス条件信号について検
査する；
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インピーダンス検査ステップ３６２で、制御ユニット９０は、図５を参照しながら以

上で記述されたように生成されるような非インピーダンス条件信号について検査する；そ
して
・

低速波検査ステップ３７４で、制御ユニット９０は、図７を参照しながら以上で記述

された、ステップ３１６で生成されるような低速波条件信号について検査する。
【０１３８】
制御ユニットが検査ステップ３５２でインピーダンス条件信号を検出した場合、制御ユ
ニットはインピーダンス検査状態３５４へと遷移する。インピーダンス検査状態３５４に
入った時点で、制御ユニット９０は、フラグセットステップ３５６でActual

Ｚフラグを

ＹＥＳに等しくセットする。このフラグは、インピーダンス条件が現在発生中であること

10

を標示する。制御ユニットはこのとき、（図７のステップ３１６を参照して以上で記述し
た通り低速波信号と共に値が受理されるまで、負の無限に等しい）tRateを（図５のステ
ップ２１２を参照して上述されている通り、インピーダンス条件信号と合わせて受理され
てきた）ｔＺから減算する。シンクロニー検査ステップ３５８で、制御ユニットは、例え
ば１８０秒といったように標準的には０秒と約３００秒の間であるシンクロニー定数Ｈと
、結果として得られた差を比較する。この差異がＨより小さく、制御ユニットがインピー
ダンス条件及び低速波信号を互いからＨ秒以内に受理したことを標示した場合、制御ユニ
ットは、摂食事象生成ステップ３６０で摂食事象を生成し、アルゴリズムを完結させる。
一方、この差異がＨ以上であることを発見した場合、制御ユニットは再び待機状態３５０
まで遷移する。

20

【０１３９】
待機状態３５０にある間、検査ステップ３６２で非インピーダンス条件信号を検出した
場合、制御ユニットは、非インピーダンス状態３６４に遷移する。ActualＺ検査ステップ
３６６で、ActualＺがＹＥＳに等しいことを発見した場合、制御ユニットは、ActualＺセ
ットステップ３６８でActualＺをＮＯにセットする。さらに、tLastNoZセットステップ３
７０で、制御ユニットは、tLastNoZを、図５を参照して上述した通りに生成されたｔNon
Ｚにセットする。かくして、tLastNoZは、ここでは、最近の活動状態のインピーダンス条
件が終結した時刻を標示する。tLastNoZは、比較ステップ３７２を参照して以下で記述す
るとおりに使用される。制御ユニットはこのとき、再び待機状態３５０へと遷移する。
【０１４０】

30

待機状態３５０にある間、検査ステップ３７４で低速波条件信号を検出した場合、制御
ユニットは、低速波検査状態３７６まで遷移する。制御ユニットは、ActualＺがＹＥＳに
等しいか否かをActualＺ検査ステップ３７８で検査する。ActualＺがＹＥＳに等しく、自
ら活動状態インピーダンス条件中に低速波条件信号を受信したことを標示していることを
発見した場合には、制御ユニットは、摂食事象生成ステップ３６０で摂食事象を生成し、
アルゴリズムを完結する。一方、ActualＺがＹＥＳに等しくないことを発見した場合、制
御ユニットはtRate−tLastNoZがＨより低いか否かを検査ステップ３７２で検査する。tRa
te−tLastNoZがＨよりも低く、最近のインピーダンス事象が現行の低速波の検出からＨ秒
以内に完結したことを標示していることを発見した場合には、制御ユニットは摂食事象生
成ステップ３６０で摂食事象を生成し、アルゴリズムを完結する。そうでなければ、制御

40

ユニットは、再び待機状態３５０に戻る。
【０１４１】
一部の利用分野のためには、制御ユニット９０は、患者が摂食することを選ぶかもしれ
ないが摂食してはならない時点又は患者の摂食を最小限にとどめるべきである時点で胃体
積の削減を誘発するべく、計画に従って胃体積を減少及び／又は回復させるように胃装置
２６を駆動する。その他の時点、例えば患者が眠っている場合には、制御ユニット９０は
、胃体積を回復させるように胃装置２６を駆動する。代替的に又は付加的には、制御ユニ
ット９０は（ａ）一日のうちの単数又は複数回の食事の間胃体積を削減してこれらの食事
中の患者の食欲を削減し、かつ（ｂ）その日の残りの部分の間に食べた食事中は胃体積を
回復させて、本書で記述した胃体積削減技術のあらゆる不適切な過剰な使用に由来して一
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部の患者において発生しうる望ましくない副作用（例えば栄養不足）を防止する。
【０１４２】
代替的に又は付加的には、患者は医師の指示事項、患者の食事の様相又はその他の要因
に従って胃の体積削減レベルを活動化、非活動化及び変調させる。例えば、患者は、夕食
にスープとサラダを食べ、次にオペレータ制御機構７１を用いて制御ユニットを活動化さ
せ、前菜として高カロリーオプションの広い選択肢を提示される前に満腹感を増大させる
ことができる。患者はその後、デザートの間に高レベルの胃体積削減のための指令を入力
し、かくして非常に満腹であると感じ、事実デザートのためのスペースをもたなくなるよ
うにすることができる。この例を通して、胃２０が胃装置２６によってひき起こされた削
減された体積の状態になかったとすれば患者が感じたであろう空腹感を同時に削減又は削

10

除しながらあらゆる栄養上のニーズを充分に満たすよう患者を促すために、発明のこの実
施形態を使用することができるということがわかる。
【０１４３】
再び図１を参照する。この実施形態においては、胃バンド３２の外周は、制御ユニット
９０からの入力に応答して実時間で双方向に調整可能である。胃バンドは標準的に、ただ
し必然的にではなく、その外周を制御可能な形で調整するために以下の技術のうちの単数
又は複数のものを利用する：
・

胃バンド３２は、リニアモータ又はロータリモーターといったような、胃バンド３２

を収縮及び拡張させるように適合されているモーターを含んでいる。例えば、上述の米国
特許第６，０６７，９９１号及び／又は６，４５４，６９９号及び／又は上述の米国特許

20

出願公報第２００３／００６６５３６号及び／又は２００１／００１１５４３号に記述さ
れているモーター付きの調整技術を使用することができる。
・

胃バンド３２の少なくとも一部分は、温度感応性材料を含み、その整合性及び／又は

長さは、温度変化に応答して変動する。制御ユニット９０は、所望の胃体積を達成するべ
く材料に温度変化を適用する。
・

胃バンド３２は、充填ポートを通して膨張させることのできる部分を含む。例えば、

バンドの内部表面は、膨張性部分を含むことができる。標準的には、該部分は、食塩溶液
といったような液体で膨張させられる。該膨張性部分は標準的には管によって、患者の皮
膚の下に移植されている平衡化タンクに連結されている。バンド３２は、制御ユニット９
０からの入力に応答してバンドからタンクへ又はその逆に閉回路で規定体積の液体を移送

30

してバンドの外周を調整するポンプをさらに含んでいる。例えば、上述の米国特許第５，
９３８，６６９号、６，４６０，５４３号、６，４５３，９０７号及び／又は６，４５４
，６９９号及び又は上述の米国特許出願公報第２００３／００６６５３６号及び／又は２
００１／００１１５４３号に記述されている調整可能なバンド膨張技術を使用することが
できる。
【０１４４】
代替的に又は付加的には、発明の背景技術で言及された刊行物のうちの単数又は複数の
ものの中で記述されているその他の技術が、胃バンド３２の外周を制御可能な形で調整す
るために利用される。
【０１４５】

40

さらに図２が参照される。バルーン３６の体積は、制御ユニット９０からの入力に応答
して実時間で双方向に調整可能である。標準的には、胃バルーンアセンブリ３４は、管４
０によりバルーン３６に連結された流体タンク３８を含む。制御ユニット９０からの入力
に応答するバルブ４２がバルーン内に導入される又はバルーンから放出される流体の量を
制御して、バルーンの体積ひいては、食物を収納するために残る胃２０の体積を制御する
。一部の実施形態のためには、バルブ４２はポンプを含んでいる。上述の米国特許第５，
２５９，３９９号の中で記述されている調整可能なバルーンの膨張技術を使用することが
可能である。代替的に又は付加的には、発明の背景内で言及されている刊行物のうちの単
数又は複数のものの中で記述されたその他の技術が、バルーン３６の体積を制御可能な形
で調整するために利用される。
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【０１４６】
再度図３を参照する。電極１００が適用される部位のうちの少なくともいくつかは、標
準的には胃の本体、すなわち、下部食道括約筋と幽門括約筋の間にある胃の部分の上に位
置設定される。電極１００により適用される増強信号は標準的に、胃の筋肉の収縮を変調
させかくして肥満を治療するように設定されている。標準的には、増強信号には、該当す
る場合、胃の筋肉の収縮を誘発する興奮性信号及び／又は興奮性組織制御（ＥＴＣ）信号
が内含される。ＥＴＣ信号適用の態様は、標準的に、必要な変更を加えて、Ben‑Haim et
al.,に対する上述のＰＣＴ国際公開第９９／０３５３３号及びその対応する米国国内段階
出願第０９／４８１，２５３号及び／又は米国特許第６，３１７，６３１号の中で記述さ
れている技術に従って実施される。一部の利用分野のためには、ＥＴＣ信号は、例えば、

10

胃の一部分で活動化が検出されてから指定の遅延が経過した後、胃２０の自然の電気的活
動に応答して適用される。これらの適用分野については、必要な変更を加えて、「心臓内
部の興奮性組織制御のトリガーベースの調節」という題のイスラエル特許出願第１２９，
２５７号の中で記述されている器具及び方法を使用することができる。この出願は本発明
の譲受人に譲渡され、本書に参考として内含されている。
【０１４７】
標準的には、制御ユニット９０は、胃の一部分２２の横断面積を低減させる目的で胃２
０の筋肉の一部分の収縮パターンを作り出すべく、増強信号を適用するように電極１００
を駆動する。この低減は、増強信号の適用に先立って感じられたものと比べて患者が感じ
る満腹感を増大させると考えられている。標準的には、増強信号は、胃の横断面積が少な

20

くとも２０％削減されるような形で設定されており、この削減は、少なくとも１分間胃の
１つの領域内で維持される。一部の利用分野については、横断面積のより大きな又はより
少ない削減が望ましい可能性があり、これらは１分を超える又は１分未満の時間、維持さ
れてもよい。
【０１４８】
電極１００は、標準的には、検知モードででも作動できる単数又は複数の信号適用電極
３０を含む。電極１００は標準的には、胃の漿膜に結合され、かつ／又は胃の筋肉層に挿
入される。代替的に又は付加的には、電極は胃、胃腸管又は患者の体内又は身体上のその
他の適切な場所に結合されている。電極の数ならびにその位置は、一例として図３に示さ
れており、胃２０の上又はその近くのその他の部位が本発明のその他の利用分野における

30

電極設置に適している。当該技術分野において既知のさまざまなタイプの電極が、患者の
身体条件の特定の徴候に基づいて選択されており、これには、ステッチ、コイル、スクリ
ュー、パッチ、バスケット、ニードル及び／又はワイヤ電極、又は、組織内の電気刺激又
は検知技術において既知のその他の実質的にあらゆる電極が含まれ得る。
【０１４９】
一部の利用分野のためには、本書に記述されている技術は、上述の米国特許出願公報第
２００２／０１６１４１４号に記述されている技術と組合わせて、本書で記述された技術
が実施される。例えば、電極１００を含む本発明の実施形態においては、制御ユニット９
０は、（制御ユニットの動作に関する）その図を参考にして

４１４特許出願公報に記述

された技術を利用することができる。
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【０１５０】
一部の利用分野のためには、電極１００は、図１及び図２を参考にして以上で記述した
機械的胃体積修正技術と組合わせて電気的刺激を適用する。例えば、これらの機械的技術
を単独で使用して達成可能なものよりも大きい胃体積の削減を達成するために、電気的刺
激を適用することができる。１つの実施形態においては、電極１００のうちの単数又は複
数のものが、（ａ）胃バンド３２の内部表面といったような胃２０の組織と接触すること
になる胃バンド３２（図１）又は（ｂ）胃２０の組織と摂食することになる胃バルーンア
センブリ３４（図２）の表面に固定される。
【０１５１】
ここで、本発明の１実施形態に従った、患者の結腸４０２に適用された結腸刺激システ
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ム４００の概略図である図９を参照する。システム４００は、制御ユニット４０４及び患
者の結腸４０２又は遠位小腸４０８の上又はその近くのそれぞれの部位に対して電気信号
を適用するため制御ユニット４０４によって駆動される単数又は複数の電極４０６を含ん
で成る。制御ユニット４０４は、Ｌ−細胞を刺激するように信号を設定し、これらの細胞
はかかる刺激に応答してグルカゴン様ペプチド−１（ＧＬＰ−１）の分泌を増加させる。
ＧＬＰ−１のかかる分泌は、一般に患者の血糖コントロールを改善し、従って、インシュ
リン耐性関連の疾病例えば肥満、ＮＩＤＤＭ、心臓疾患及び高血圧症を患う患者又はかか
る疾病のリスクがあるとみなされている健康な患者を治療するのに役立つ。一部の利用分
野のためには、ＧＬＰ−１の分泌を増大させるための本書に記述された技術及び器具は、
代替的に又は付加的に、ペプチドＹＹ（ＰＹＹ）の分泌を増大させるためか又はグレリン
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の分泌を減少させるように適合させられる。
【０１５２】
既知の較正及び最適化手順を用いて、本特許出願の開示を読了した当業者であれば適切
な波形範囲を決定することが可能である。一部の利用分野のためには、電気信号は、パル
スバーストの形で適用され、各バースト内のパルスの周波数は標準的に約１〜２００Ｈｚ
である。１実施形態においては、この周波数は約５と約５０Ｈｚの間にある。各々のバー
ストは標準的に、約１〜１０秒の間隔どりで次のバーストから離隔されている。一部の利
用分野のためには、予め選択されたパラメータが固定されるか又は場合によって変動させ
られる（例えば、医師の診察時点で）。その他の利用分野のためには、パラメータは実時
間で変動させられる。このような１つの利用分野においては、摂食、過剰摂食又は高血糖
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値を検出した場合、制御ユニット４０４は各バースト内のパルスの周波数を増大させかつ
／又は連続的バースト間の間隔どりを減少させることになる。
【０１５３】
１実施形態においては、「平滑筋コントローラ」という題のBen‑Haim et al.,に対する
上述のＰＣＴ国際公開第９９／０３５３３号及び米国特許出願第０９／４８１，２５３号
の中で記述されている信号パラメータを用いて結腸に信号が適用される。この実施形態に
おいては、結腸の自然の電気的活動が標準的に検知され、ＥＴＣ信号がそれに応答して適
用される。
【０１５４】
本発明の１実施形態においては、結腸刺激システム４００はさらに摂食検出ユニット４
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１０を含み、これは、患者による摂食を検出するように適合されている。制御ユニット４
０４は、摂食の検出に応答して電極４０６を駆動するように設定されている。制御ユニッ
トは標準的に、（ａ）摂食の開始と実質的に同時に、（ｂ）摂食の開始から約１分後と約
５分後の間又は（ｃ）摂食の開始より約１分前と約５分前の間で刺激を始めるように電極
を駆動する。（以下で記述する摂食検出のための技術のいくつかは間近の摂食の予測を検
出することからオプション（ｃ）が可能である）。
【０１５５】
摂食検出ユニット４１０は、（ａ）上述の技術のうちの単数又は複数のもの、（ｂ）当
該技術分野において既知の摂食検出技術及び／又は（ｃ）以下の特許及び特許出願公報の
うちの単数又は複数のものの中で記述されている摂食検出技術を用いて摂食を検出する：
・

上述

・

上述のＰＣＴ国際公開第０２／０８２９６８号；

・

本書と同一日に提出された「治療及び摂食検出用の肝臓装置」という題の上述の米国

40

４１４特許出願公報；

仮特許出願及び／又は、
・

上述の発明の背景の節で言及された特許、特許出願公報及び／又は論文。

【０１５６】
本発明のもう１つの実施形態においては、制御ユニット４０４は、摂食検出に応答せず
に一般には恒常的に電極４０６を駆動するように設定されている。代替的には、刺激は、
１時間に１回〜数回、日中又は夜間の一定の時間の間又は対象からの指令に応答して、と
いったように周期的に適用される。
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【０１５７】
本発明の実施形態に従って実施される実験の間にとられたホルモンレベルの測定値を示
すグラフである図１０及び図１１を参照する。一匹のイヌに麻酔が施され、２つのペーシ
ング電極がイヌの遠位結腸の外表面上に移植された。該電極は、５〜２００Ｈｚで１〜１
０ｍＡの範囲のパラメータ掃引で非同期化された刺激を適用するように駆動された。
【０１５８】
イヌに意識がある間、各々２４時間の絶食に続く別々の３日間に、測定を行なった。こ
れらの日のうちの２日間は刺激を加え、３日目は対照として用いられた。各々の日につい
て、摂食は時刻０に始まり、約１０分間連続した。図１０及び１１のグラフはそれぞれ、
これら３日の同じそれぞれの実験の間に測定された通りのＧＬＰ−１レベルとインシュリ
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ンレベルをそれぞれ示している。ライン５００（図１０）及びライン５０２（図１１）は
、対照の日にとった測定値を示す。各グラフ中のｙ軸は、「正規化された単位」とラベル
付けされている。これは、ＧＬＰ−１とインシュリンの基線値（すなわちＴ＝−５分での
測定値）がそれぞれのデータセットから減算されたことを表わしている。かくして、該グ
ラフは、ＧＬＰ−１及びインシュリンの基線からの増加を示す。
【０１５９】
２日間の刺激日において、刺激は実質的に摂食の開始と同時に（０分後）開始して２０
分間適用された。ライン５０４（図１０）及びライン５０６（図１１）は、刺激日のうち
の１日にとられた測定値を示し、ライン５０８（図１０）及びライン５１０（図１１）は
もう１日の刺激日にとられた測定値を示す。ここでわかるように、全３日においてＧＬＰ
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−１とインシュリンのレベルの間には強い相関関係が存在する。結腸刺激はＧＬＰ−１及
びインシュリンピークを増強させ、かかる刺激が無い場合に発生したものよりも摂食の開
始後早い時点で、ＧＬＰ−１及びインシュリンレベルを上昇させた。特に、ＧＬＰ−１及
びインシュリンレベルは、刺激の開始から１０分以内に上昇し、一方対照日における測定
応答は、摂食が始まってから３０分後まで起こらなかった。
【０１６０】
当業者であれば、本発明が、特に以上で図示され記述されたものに制限されないことを
認識するだろう。むしろ、本発明の範囲は、上述のさまざまな特長の組合せ及び副次的な
組合せの両方、ならびに以上の記述を読んだ時点で当業者に明らかとなると思われる、先
行技術内に入らないその変形形態及び修正形態を内含する。
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【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】図１は、本発明の実施形態に従った調整可能な胃バンドを含む胃制御器具の概略
図である。
【図２】図２は、本発明の１実施形態に従った胃バルーンアセンブリを含む胃制御器具の
概略図である；
【図３】図３は、本発明の１実施形態に従った、単数又は複数の刺激電極を含む胃制御器
具の概略図である；
【図４】図４は、本発明の１実施形態に従った、胃制御器具の概略的ブロック図である；
【図５】図５は、本発明の１実施形態に従った、摂食検出のためのインピーダンスサブア
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ルゴリズムを例示する流れ図である；
【図６】図６は、本発明の１実施形態に従った、摂食検出のためのもう１つのインピーダ
ンスサブアルゴリズムを例示する流れ図である。
【図７】図７は、本発明の１実施形態に従った摂食検出のための電気低速波サブアルゴリ
ズムを例示する流れ図である。
【図８】図８は、本発明の１実施形態に従った「ＡＮＤシンクロニー」の適用中の制御ユ
ニットの状態を概略的に例示するブロック図である。
【図９】図９は、本発明の１実施形態に従った患者の結腸に適用された結腸刺激システム
の概略図である。
【図１０】図１０は、本発明の１実施形態に従って実施された実験中に取られたホルモン
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レベルの測定を示すグラフである。
【図１１】図１１は、本発明の１実施形態に従って実施された実験中に取られたホルモン
レベルの測定を示すグラフである。
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