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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の鼻腔内において、鼻腔内の組織を刺激するための振動装置であって、
　　膨張可能な刺激手段；
　　刺激手段を膨張させるための膨張手段、ここで膨張手段は、刺激手段に流体を供給す
るための少なくとも1つの導水管を含み、これにより前記膨張が達成される、刺激手段が
膨張手段の周りに少なくとも部分的に配置され、膨張手段の一端が刺激手段の内側に位置
されている、及び
　刺激手段に３０～７０Ｈｚの周波数で振動を生じさせる振動手段；
を含み、
　ここで刺激手段を鼻の開口部を通じて鼻腔内へと導入できる第１の状態、及び刺激手段
が鼻腔内で組織に隣接するような容積に刺激手段が膨張する第２の状態に、振動装置は配
置され得る、前記振動装置。
【請求項２】
　振動手段が、３５～６０Ｈｚの周波数で刺激手段に振動を生じさせるように配置されて
いる、請求項１に記載の振動装置。
【請求項３】
　第２状態の刺激手段が、０～９.８ｋＰａ（０～１００ｃｍ水圧）の圧力で鼻腔内の組
織に隣接する、請求項１又は２に記載の振動装置。
【請求項４】
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　刺激手段が、３.９～７.８ｋＰａ（４０～８０ｃｍ水圧）の圧力で鼻腔内の組織に隣接
する、請求項３に記載の振動装置。
【請求項５】
　振動手段が、３９～６０Ｈｚの周波数で刺激手段に振動を生じさせるように配置されて
いる、請求項４に記載の振動装置。
【請求項６】
　刺激手段は、弾力性のある、請求項１～５のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項７】
　刺激手段がスムーズな外表面を有する、請求項１～６のいずれか１項に記載の振動装置
。
【請求項８】
　刺激手段の外表面が潤滑剤を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項９】
　刺激手段は、患者の鼻腔内局所において、又は、末梢において、化学的又は生物学的活
性を有する物質で塗被されている、請求項１～８のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項１０】
　刺激手段が、鼻腔内の周囲の組織に化学薬品又は薬剤を投与するための投薬口を有する
、請求項１～９のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項１１】
　刺激手段が、プラスティック材料製である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の振
動装置。
【請求項１２】
　刺激手段が、ゴム材料製である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項１３】
　刺激手段を取り囲むように配置された、交換可能な衛生的な保護カバーを含む、請求項
１～１２のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項１４】
　振動手段が、流体に振動をもたらすように配置されている、請求項１～１３のいずれか
１項に記載の振動装置。
【請求項１５】
　第１の状態において、刺激手段が、膨張手段内の少なくとも一部に収められている、請
求項１～１４のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項１６】
　刺激手段が、膨張手段の導水管内の少なくとも一部に収められている、請求項１５に記
載の振動装置。
【請求項１７】
　第１の状態において、刺激手段が、膨張手段の周りに配置されている、請求項１～１４
のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項１８】
　安定化部分を含む、請求項１～１７のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項１９】
　第１の状態において、刺激手段が、安定化部分の周りに配置されている、請求項１８に
記載の振動装置。
【請求項２０】
　膨張手段の前記一端が、刺激手段の内側に自由に配置される、請求項１～１９のいずれ
か１項に記載の振動装置。
【請求項２１】
　第２の状態において、刺激手段の長さがおよそ４０～６０ｍｍである、請求項１～２０
のいずれか１項に記載の振動装置。
【請求項２２】
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　第２の状態において、刺激手段の幅がおよそ１０～２０ｍｍである、請求項１～２０の
いずれか１項に記載の振動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体腔内の、特に、鼻腔又は腸の体組織の振動刺激のための振動装置と方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　患者の体腔内で治療を行う、いくつかの公知の装置がある。鼻腔にて使用される装置は
、例えば、鼻粘膜の充血解消を目指し、多くの場合、ある化学物質と一緒に使用される。
例えば、手術中の、体腔内での出血を防止するために、様々な種類の詰め物が、一般的に
使用される。体腔内で、例えば、耳の内で又は身体表面一面に、機械的な振動によって、
組織に作用する装置も公知である。
【０００３】
　特許文献１には、例えば、呼吸器系機能を直接制御する目的で、耳内の前庭神経を機械
的に刺激するための様々な技術が開示され、説明されている。例えば、隣接した組織に静
圧を加える膨張性のバルーンによって、刺激を発生させることができる。圧力を変動させ
ることにより、ある種の感覚を引き起こすことができる。さらに、ある周波数で振動して
いる身体を含む神経を、機械的に刺激するための別の方法も開示され、説明されている。
【０００４】
　鼻腔及び他の体腔内の出血を膨張性のバルーンにより防止する装置は、従来から公知で
ある。例えば、特許文献２や特許文献３に、出血を防止するための手術に関連して用いる
膨張性の詰め物が開示されている。
【０００５】
　鼻腔内での治療に用いる装置の他の実施例は、例えば、鼻腔拡張器である。これらの装
置は、鼻内部の通路を物理的に開いておくことにより、呼吸を容易にすることを意図した
ものであり、これらの装置は、ある点では、いびきの軽減を意図している。
【０００６】
　電磁波の照射による、鼻炎や鼻腔内の他の症状治療のための装置が、例えば、特許文献
４及び特許文献５に開示されている。
【０００７】
　鼻腔内の粘膜腫大は、例えば、エタノール等の化学物質と一緒に使用される様々な装置
によって、治療できる。しかし、鼻孔内の炎症の様な症状は、通常様々な医薬物質を用い
て治療が行われる。
【０００８】
　鼻腔等の体腔における、慢性又は非慢性の炎症症状を患う患者は、多くの場合、例えば
、コルチゾン等のコルチコステロイドを用いた治療により和らげられる。残念ながら、コ
ルチゾン療法は、特に長期治療の場合は、いくつかの副作用を有する。良く知られた副作
用は、一般に、例えば、身体中への体液の蓄積、高血圧、及び、新陳代謝の変化である。
鼻炎は、鼻腔内治療による一般的な副作用である。
【０００９】
　慢性の鼻詰まりに苦しむ患者は、多くの場合、薬物中毒、薬物性鼻炎を発症し、この場
合、鼻詰まりを防止するために、患者は、一日に一回又は数回、鼻内噴霧又は点鼻薬の治
療をしなければならない。このための満足すべき治療形態と装置は無い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＵＳ２００２／００７２７８１Ａ１
【特許文献２】ＷＯ９６３９２１８
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【特許文献３】ＥＰ１６２６７６６
【特許文献４】ＥＰ０９３５９８０
【特許文献５】ＥＰ０８２５８８９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、患者の中で近づくことが困難な体腔内の体組織の刺激のための振動装
置を提供することである。別の目的は、振動によって、これらの組織表面一面を刺激する
方法を提供することである。これらの目的は、添付の請求項の装置と方法によって、達成
される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の１つの態様によると、患者の体腔の、特に、鼻腔又は腸の体組織の刺激のため
の振動装置が提供されており：この装置は、
　膨張可能な刺激手段；及び
　刺激手段に振動を生じさせる振動手段を含んでおり；
　振動装置は、刺激手段を、体の開口部を通じて体腔に導入することが可能になる第１の
状態と、刺激手段が体腔内の組織に様な容積に、刺激手段が膨張している第２の状態に、
配置することができる。
【００１３】
　例えば、鼻の場合のように、体腔がタイトな体腔の背部に隠されているなら、前記刺激
手段は、振動装置の第１の状態にて、開口部、例えば、鼻孔を通じて、導入可能である。
従って、刺激手段は可変容積を有し、これは装置が可変の大きさであることを意味し、こ
れにより狭い腔への導入が容易になる。
【００１４】
　近づくことが困難な、鼻腔又は体腔において、体組織との良好な接触面積を備えるため
に、刺激手段は、装置の第２の状態において、組織のかなりの面積が同時に作用を受ける
様な大きさを有する。刺激手段は組織表面に接し、刺激手段と周囲の体組織との間で、良
好でタイトな接触が達成される。
【００１５】
　本発明の装置は、振動刺激による治療のために、例えば、神経機能の正常化のために、
適切に使用できる。この装置により、近づくことが困難な体腔内の、大きな面積の組織に
近づくことができる。振動刺激は、前記振動手段により達成され、これにより刺激手段に
振動をもたらす。治療が、鼻腔又は体腔の大きさに影響を及ぼすならば、治療の過程にお
いて、刺激手段の容積を変える必要があり得る。
【００１６】
　装置が体腔に導入される前に、患者が装置を見ることができる場合には、装置が、その
容積によって過度に恐ろしく見えないことも長所である。患者とは、人間又は動物を意味
する。調子が良好である及び具合が悪い、双方の患者が、本発明の装置によって治療を受
けることができる。調子が良好である患者の例は、身体的演技を前に、鼻の空気通路を広
げたいと望む運動選手である。
【００１７】
　本発明の装置の前記振動手段により、刺激手段に、好ましくは１～５０００Ｈｚの、よ
り好ましくは１０～１００Ｈｚの、さらに好ましくは３０～７０Ｈｚの、最も好ましくは
３５～６０Ｈｚの周波数の振動が生じる。鼻腔の治療のためには、刺激手段に、好ましく
は３０～７０Ｈｚの周波数にて振動が生じる。他の体腔における組織表面の治療には、他
の周波数間隔が適用される。
【００１８】
　刺激手段は、好ましくは、スムーズな外表面を有する、及び／又は、刺激手段の外表面
は、体腔を通じての通過を容易にするために、潤滑剤を含んでいる。潤滑剤は、パラフィ
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ン溶液又は当業者には良く知られている他の潤滑剤である。
【００１９】
　本発明の一実施態様では、振動装置は、安定化部分を含み、この部分が、装置に形状と
安定をもたらす。装置が、装置の第２の、膨張された状態に配置されていない時にでも、
装置の形状はさまざまな程度に維持される。従って、安定化部分によって、体の開口部と
体腔への刺激手段とを含む装置の導入と位置調整が、それぞれ、容易になる。
【００２０】
　本発明の別の実施態様において、振動装置は、刺激手段を膨張させるための膨張手段を
含んでいる。膨張手段は、好ましくは、刺激手段に流体を供給するための、少なくとも、
１つの導水管を含み、これにより前記膨張が達成される。振動手段は、好ましくは、前記
流体に振動を与えるように配置されている。
【００２１】
　一つの例においては、第１の（即ち、本質的に膨張していない）状態において、刺激手
段は膨張手段に収めることができる。治療に関連して、装置が体の開口部に導入された後
にのみ、刺激手段は膨張手段から持ち出される。このように、振動装置の幅は最小にでき
、これにより、タイトな通路を通って、体腔への導入が容易になる。装置の第１の状態に
おいては、刺激手段は、好ましくは、膨張手段の導水管内に収めることができる。
【００２２】
　別の例では、装置の第１の状態において、刺激手段を膨張手段の周りに配置することが
できる。治療中、装置はこの状態で体腔内へ導入され、その後すぐに刺激手段は、刺激手
段が体腔内部の適切な位置にある時、装置の第２の状態に移行する。上の場合のように、
この方法において、装置の幅を最小にすることができ、これにより、タイトな通路を通っ
て体腔内部への導入が容易になる。
【００２３】
　別の例では、刺激手段を、装置の第１の状態において、安定化部分の周りに配置するこ
とができる。
【００２４】
　本発明の一実施態様において、振動装置は、刺激手段をとり囲むように配置された交換
可能な衛生的な保護カバーを含む。これにより、バクテリアの危険又は他の化学的若しく
は生物学的危険に曝されること無しに、反復して使用できる装置が提供される。衛生的な
保護カバーは、好ましくは、刺激手段をとり囲み、容積は刺激手段と同様に膨張する。
【００２５】
　本発明の別の態様は、
　　体の開口部を通じて体腔内へ刺激手段を導入することが可能である、膨張可能な刺激
手段を含む振動装置を提供し、；
　　体の開口部を通じて体腔内へ刺激手段を導入し；
　　体腔内部の組織に刺激手段が隣接するように、振動装置の第２の状態に刺激手段を膨
張し；そして
　　前記第２の状態において、刺激手段に振動を生じさせる、
　工程を含む、患者の体腔内の、特に鼻腔又は腸内の体組織を刺激するための方法を提供
する。
【００２６】
　本発明の方法の一実施態様において、振動装置は、好ましくは、導入する前に第１の状
態に配置され、刺激手段は体の開口部を通じて体腔内へ導入できる。
【発明の効果】
【００２７】
　このように、本発明の装置と方法は、機械的振動によって、近づくことが困難である体
腔内の広い面積の組織表面の神経末端や血管の、好ましくは、鼻腔内の神経末端の、しか
もさらに深部の血管に対しても、刺激のために使用することができる。
【００２８】
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　本発明の装置と方法は、患者の気導腔、例えば、腸や鼻、及び、流体を導く腔、例えば
、血管、胆管、又は、尿管の、治療に使用することができる。
【００２９】
　本発明の方法による、風邪に関わる、例えば、鼻詰まりの治療によって、粘膜の充血解
消がもたらされる。この方法によって、鼻詰まりからの主観的な安堵感が患者にもたらさ
れる。効果は数時間維持され、リバウンド効果は起きない。こうしたリバウンド効果は、
多くの、いわゆる、市販の風邪用点鼻薬や鼻腔用スプレーに生じる。
【００３０】
　本発明の方法による、患者体腔内の神経末端や血管の振動刺激は、いくつかの異なった
症状に効果を及ぼす。鼻腔内の粘膜の振動刺激の場合、この方法は、鼻腔内の通路を拡げ
ることにより、風邪、アレルギー性鼻炎、慢性及び非慢性の非アレルギー性鼻炎、薬物性
鼻炎の患者や、上気道の通路が狭まった患者に、効果をもたらす。
【００３１】
　本発明の方法による体組織への振動刺激によって、炎症症状の場合、コルチゾン等のコ
ルチコステロイドによる投薬の必要性の減少と同様に、例えば、嗅覚の機能障害のある患
者の嗅覚の改善、ポリープ手術後の再発の減少、組織炎症の減少、いびきの場合の上気道
における障害の緩和がもたらされる。
【００３２】
　本発明の方法による末端神経の振動刺激は、知覚神経の反応を、おそらく運動神経の応
答をも、促進し、異常な知覚神経機能、例えば、神経学的多動性又は活動性低下を有する
患者の神経機能を正常化する。
【００３３】
　本発明の方法による振動刺激は、例えば、耳鳴り症状、喘息、慢性声帯炎、好ましくは
大腸における腸の炎症、潰瘍性大腸炎、クローン病、及び、尿道炎の治療に使用できる。
【００３４】
　本発明の方法による神経末端の振動刺激は、神経性疼痛の症状を緩和することもできる
。鼻の神経痛の場合、疼痛の緩和が、本発明の方法により達成される。
【００３５】
　深部血管及び静脈の振動刺激は、血管収縮を実現でき、これにより、体組織の腫脹を軽
減できる。
【００３６】
　本発明の装置は、血管又は体の開口部への、医薬品の局所的な投与にも使用することが
できる。装置は、薬剤、例えば、コルチゾンを用いた従来の治療を、例えば、補完するこ
とができる。
【００３７】
　本発明の前記態様の他の実施態様は、独立形式請求項から明らかである。
【００３８】
　以下の詳細な説明において、添付図面が参照され、この図面において、
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の振動装置の実施態様を概略的に示す。
【図２】鼻腔内の、本発明の振動装置の実施態様を概略的に示す。
【図３ａ】第１の状態に配置された、本発明の振動装置の実施態様を概略的に示しており
、刺激手段が膨張手段の導水管に収められている。
【図３ｂ】中間の状態に配置された、本発明の振動装置の実施態様を概略的に示しており
、刺激手段が部分的に膨張している。
【図３ｃ】第２の状態に配置された、本発明の振動装置の実施態様を概略的に示しており
、刺激手段が本質的に膨張している。
【図４ａ】第１の状態に配置された、本発明の振動装置の実施態様を概略的に示しており
、刺激手段が膨張手段の周囲に配置されている。
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【図４ｂ】第２の状態に配置された、本発明の振動装置の実施態様を概略的に示しており
、刺激手段が膨張している。
【図５】安定化部分を含む、本発明の振動装置の実施態様を概略的に示しており、ここで
は、安定化部分は刺激手段内部に配置されている。
【図６ａ】交換可能な衛生的な保護カバーを含む、本発明の振動装置の実施態様を概略的
に示す。
【図６ｂ】本発明の振動装置の実施態様を概略的に示しており、振動装置には、交換可能
な衛生的な保護カバーが備えられている。
【図６ｃ】本発明の振動装置の実施態様を概略的に示しており、振動装置には、交換可能
な衛生的な保護カバーが備えられている。
【図７】本発明の装置の実施態様を概略的に示しており、刺激手段は、多くのアームによ
り構成されている
【図８ａ】第１の状態に配置された、本発明の装置の実施態様を概略的に示しており、刺
激手段は膨張手段に収められており、刺激手段が多くの弾力性のあるアームで構成されて
いる。
【図８ｂ】中間の状態に配置された、本発明の装置の実施態様を概略的に示しており、こ
こでは、刺激手段が部分的に膨張され、刺激手段が多くの弾力性のあるアームで構成され
ている。
【図８ｃ】第２の状態に配置された、本発明の装置の実施態様を概略的に示しており、こ
こでは、刺激手段が膨張し、刺激手段が多くの、弾力性のあるアームで構成されている。
【図９】本発明の方法の実施態様の振動刺激の工程を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　本発明の好ましい実施態様を、限定されない実施例として及び図面を参照して、ここに
記述する。
【００４１】
　本発明の第１の態様によると、体腔内の体組織の神経末端及び血管を刺激するための振
動装置１が達成される（図１）。この装置は、膨張可能な刺激手段２及び刺激手段に振動
を生じさせる振動手段を含んでいる。体腔、例えば鼻腔へ、体の開口部を通じて刺激手段
を導入するために、振動装置を第１の状態に配置することができ、ここで刺激手段を体の
開口部、例えば鼻孔を通して導入することができる。振動装置１を同様に第２の状態に配
置することができ、ここで刺激手段を体腔内で体組織と密接な接触をもたらす様な容積に
、刺激手段２は膨張される（図２）。刺激手段の容積は、このように、振動刺激に先立っ
て体組織との良好な接触が得られるように、体腔の大きさに合わせて調整可能である。良
好な、及び／又は、密接な接触とは、第２の、少なくとも部分的に膨張した状態の、刺激
手段の有効な外表面が体組織の本質的に表面に寄りかかっているような接触を意味する。
刺激手段は、測定可能な、制御可能な低い圧力で体組織に隣接していることが好ましい。
【００４２】
　本発明の実施態様においては、刺激手段はスムーズな外表面を有する。例えば、刺激手
段の外表面は、外表面が滑らかな、又は、体腔若しくは鼻腔内の体組織との接触時の摩擦
を最小にする様な材質でできている。同様に、刺激手段の外表面は、体の開口部の通過を
容易にするために潤滑剤を含むことができる。刺激手段には、例えば、パラフィン溶液な
どの潤滑剤を、例えば塗布することができる。
【００４３】
　本発明の実施態様においては、刺激手段は弾力性がある。刺激手段は、例えば、弾性材
料でできている。刺激手段の大きさと容積は、その結果内部圧力により変えることができ
る。刺激手段の大きさと容積のこの変化は、例えば、刺激手段への流体の供給を制御する
ことで達成される。導水管を通じて、刺激手段への流体供給により、刺激手段の膨張が達
成され、刺激手段から流体を除去することにより、刺激手段の圧縮が達成される。
【００４４】
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　本発明の実施態様においては、刺激手段は装置の第１の状態に圧縮できる。この場合、
刺激手段は、常圧下で膨張状態にある。刺激手段は、例えば外部作用又は圧力により、体
腔の外部に、装置の第１の状態へと移動させることができる。外部作用の目的は、例えば
空気等の流体を刺激手段より取り除くことにより、刺激手段を圧縮することである。これ
により、刺激手段は装置の第１の状態に対応した大きさと容積となり、刺激手段は体腔内
へと導入が可能となる。刺激手段の膨張は、外部作用が停止した時、ある一時的な遅れを
もって、すなわち、体腔内で起こることができる。体腔内にて、装置は第２の状態に移動
させられ、腔内にて体組織とできる限り大きな接触面積をとるために、刺激手段を少なく
とも部分的に膨張させる。圧縮可能な刺激手段は、弾性材料でできていることが好ましい
。
【００４５】
　一実施態様においては、刺激手段は一定の内部圧力を有し、この圧力は、治療に関連し
て調整されない。刺激手段の大きさと容積は、この場合、粘膜の治療が行われる体腔への
開口部を刺激手段が通過し得るものでなければならない。適した形状を有するならば、刺
激手段は、振動によって粘膜内の神経末端及び血管を刺激するために、粘膜に対して十分
大きな接触面積を取ることができる。一定の内部圧力を用いた刺激手段を含む装置の実施
例が図７に示されている。
【００４６】
　本発明の装置の別の実施態様においては、刺激手段を体腔内へと導入することができる
装置の第１の状態において、刺激手段の大きさが小さくなるように、刺激手段は非弾性材
料でできている。装置の第２の状態において、組織表面に隣接するように刺激手段を膨張
させる。
【００４７】
　同様に、刺激手段は部分的に弾性特性を有することができ、これにより、装置が第１の
状態に戻る時に、刺激手段を小さくしたり及び折りたたんだりの両方ができる。一般的に
、刺激手段は折りたたむことができる薄い材料でできている。
【００４８】
　本発明の装置の一実施態様においては、刺激手段が接触するいかなる体組織に、刺激手
段が化学的に又は生物学的に影響しない様な材料でできていることが好ましい。
【００４９】
　別の実施態様においては、刺激手段が接触するいかなる体組織に、刺激手段が化学的に
又は生物学的に影響しない様な材料でできている。
【００５０】
　あるいは、医療目的を達成するために、例えば炎症を減らすために、患者の体腔又は身
体の他の部分において、局部的に、化学的又は生物学的な活性を有する物質を、刺激手段
の表面に塗布することもできる。
【００５１】
　刺激手段は、例えばプラスティック材料又はゴム材料でできている。刺激手段は、好ま
しくはラテックスでできている。
【００５２】
　刺激手段を、体腔内部の刺激手段に収められた流体を、刺激手段が放出しない様な材料
で作ることができる。
【００５３】
　別の場合には、周囲の体組織に化学薬品、又は、薬剤を投与するための投薬口を有する
ように、刺激手段を設計することができる。
【００５４】
　刺激手段は、刺激手段が流体に対して半透過性である様な材料で作ることができる。例
えば、体腔内又は鼻腔内の刺激手段を摩擦なしで動かすのを容易にするために、及び／又
は、振動治療の一部として組織への医学的な作用のために、治療中に刺激手段に収められ
た流体を、少なくとも、部分的に体腔内又は鼻腔内に放出させることができる。鼻の治療
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の場合、そのような流体は、例えば、生理食塩水でよい。
【００５５】
　化学的、生物学的又は医薬的物質に対して半透過性であり、治療を受けている組織にこ
れらの物質を送り込む刺激手段は、例えば血管、腸又は胆嚢管の治療に、例えば、好適な
ものであり得る。
【００５６】
　患者の体腔又は末梢に、局部的に化学的又は医薬的な効果を持つ薬剤を投薬するために
、刺激手段の表面にそのような薬剤を塗被することができる。
【００５７】
　刺激手段の寸法は、治療される体腔の大きさと形状に合わせて適切に適合させられる。
例えば、成人の鼻腔の粘膜治療においては、刺激手段の膨張の程度と鼻腔の大きさ次第で
、鼻の奥部の刺激手段の長さがおよそ３ｍｍからおよそ１００ｍｍ、好ましくはおよそ４
０からおよそ６０ｍｍが、例えば、適している。鼾をかく患者の鼻腔の治療の場合、口蓋
のずっと奥で刺激を与えるためには、刺激手段は、１００ｍｍより長いのが好ましい。
【００５８】
　さらに、鼻における横方向の刺激手段の幅は、刺激手段の膨張の程度と鼻腔の大きさ次
第で、およそ１ｍｍからおよそ４０ｍｍに、好ましくは、およそ１０からおよそ２０ｍｍ
に、変わり得る。新生児の場合、刺激手段は、装置の第１の状態において、例えば、長さ
およそ２０ｍｍで、幅およそ１ｍｍもあればよい。装置が膨張された第２の状態では、刺
激手段は、長さおよそ２０ｍｍで、幅およそ３ｍｍもあればよい。当然のことであるが、
刺激手段の寸法は上記の間隔外に変わってもよい。
【００５９】
　ある他の体腔、例えば成人の腸、の治療のために、刺激手段の膨張の程度と体腔の大き
さ次第で、刺激手段の長さがおよそ１０ｍｍからおよそ２００ｍｍ、好ましくは、およそ
１００ｍｍからおよそ２００ｍｍ、例えばおよそ１５０ｍｍであると好適である。さらに
、ある他の体腔、例えば成人の腸、における刺激手段の幅は、刺激手段の膨張の程度と体
腔の大きさ次第で、およそ１ｍｍからおよそ４０ｍｍ、好ましくは、およそ１０ｍｍから
およそ２０ｍｍに変わってもよい。
【００６０】
　当然のことであるが、装置の第２の状態における刺激手段の形状は、体腔の大きさと形
状に適合させられている。例えば、鼻腔の場合、膨張状態の刺激手段は、例えば、円形、
長円形又は小滴の形状を取ることができる。
【００６１】
　本発明の装置の振動手段は、刺激手段に振動を生じるように配置されている。振動手段
の実施例は、例えば、刺激手段内部に設けられた振動発生器を含み、この振動発生器に外
部電源より電流が流される。この実施態様においては、振動手段は、振動発生器と共に、
この場合は必要とされる電気回路を含む。
【００６２】
　本発明の装置の別の実施態様においては、振動手段は、例えば、刺激手段の外部である
が装置に接続されている、外部設置の振動源を含んでいる。この外部振動源は、好ましく
は、装置に収められている流体に振動を与えるように配置される。振動装置の実施例は、
信号発生器、例えば、音声発信器を含んでいる。本発明の装置に適する他の振動源は、当
業者に公知である。
【００６３】
　振動手段は、周波数１～５０００Ｈｚの、好ましくはおよそ１０～１００Ｈｚの周波数
の、さらに好ましくはおよそ３０～７０Ｈｚの周波数の、そして最も好ましくはおよそ３
５～６０Ｈｚの周波数の振動を、刺激手段に生じさせるように設けられている。
【００６４】
　本発明の装置の実施態様においては、刺激手段の容積は膨張手段３により制御できる。
本実施態様の実施例では、膨張を達成するため、膨張手段はさらに刺激手段へ流体を供給
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する、少なくとも１つの導水管を含んでいる。
【００６５】
　刺激手段の容積は、流体を、例えば空気等のガス、又は、液体を、膨張手段を通って振
動装置に供給することにより適合せせることができる。この供給は、膨張手段を経由して
、外部器具により調整できる。このような器具の実施例は、シリンダー内の流体量を調整
し、これにより膨張手段内の流体量を調整するために、前後に移動させることができる可
動プランジャーを有するシリンダーである。
【００６６】
　膨張手段は、好ましくは、少なくとも１つの導水管を含む。その様な導水管の実施例は
、管類である。外部器具は、導水管への接続部を経由して、流体供給を調整することがで
き、これにより刺激手段の容積を調整することができる。
【００６７】
　通常は、膨張した刺激手段は、振動装置の第２の状態において、体腔の内部にて刺激手
段が周囲の組織に（制御可能な）低圧をかけるだけの、少しでもあるとしたら、周囲の大
気圧を僅かだけ超える内圧を有する。
【００６８】
　刺激手段と、適用例における導水管を含む膨張手段との間の接続部により、流体は、例
えば、液体又はガスは、刺激手段と導水管の間を、周囲の組織に流体が漏れ出ることなく
、自由に通ることができる。
【００６９】
　刺激手段を振動させるために、少なくとも、１つの導水管を通じて刺激手段に供給され
る流体に、さらに振動が加えられる。この場合、振動手段が流体に振動を供給し、この流
体が刺激手段に振動を受け渡す媒体として機能する。振動は、１つ又はそれ以上の導水管
内の流体を通じて、刺激手段へ仲介される。振動装置が、少なくとも部分的には、刺激手
段の内部に安定化部分を含む場合には、体組織との接触表面を通じて、刺激手段が体組織
の振動刺激をもたらすように、振動はこの部分にも仲介される。振動手段は、流体を通じ
て刺激手段に振動を仲介する外部振動源を含むことができる。
【００７０】
　図１は、第２の状態に配置された、本発明の装置の実施態様を概略的に示し、刺激手段
２は膨張している。振動装置１は、膨張可能な刺激手段２と膨張手段３を含む。この実施
態様において、刺激手段２は、膨張手段の一端が刺激手段の内側に位置するように、部分
的に膨張手段３の周りに配置されている。刺激手段２は、膨張手段３の端部に直接接続す
るように、又は、この端部からいくらか離れた膨張手段３の周りのスリーブとして配置す
ることも可能であろう。これらは、刺激手段を膨張手段に対して、いかに配置することが
できるかの実施例にすぎないこと、及び、本発明の範囲内で、他の実施例も可能であるこ
とは、当然である。
【００７１】
　膨張手段３は、好ましくは、流体を刺激手段２に供給するための、少なくとも１つの導
水管４を含む。次に、刺激手段は、流体が導水管から刺激手段へと自由に通過できるよう
に、膨張手段に接続される。通常は、流体が患者の開口部の内部で外に漏れ出ることがで
きないように振動装置は閉じられている。少なくとも１つの導水管を含む膨張手段の実施
例は、パイプ、管類、コンジット、シリンダー、チューブなどである。膨張手段は、例え
ば、プラスティック、ゴム、又は、金属材料で作ることができ、従って、問題になってい
る材料に特有の特性を有することができる。ある場合には、人間、又は、動物の身体内部
へ、例えば、腸や血管へ、近づくことが難しい場所に装置を近づけるように、膨張手段は
、長く、例えば、１ｍの長さであり、そして、曲がりやすくできる。鼻腔の治療の場合、
膨張手段の好ましい長さは、７０mmと３００ｍｍの間であり、一方好ましい幅は、好まし
くは１ｍｍと１５ｍｍの間である。腸の治療の場合には、膨張手段の好ましい長さは、５
０ｃｍと１５０ｃｍの間、好ましくは、８０ｃｍと１００ｃｍの間であり、一方、好まし
い幅は１０ｍｍと３０ｍｍの間、好ましくは１０ｍｍと２０ｍｍの間、例えば１５ｍｍで
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ある。
【００７２】
　刺激手段は、どの体腔が治療されるかによって、例えば、堅いもの又は曲がりやすいも
のであり得る。
【００７３】
　流体は、好ましくは刺激手段２に供給されたり、除去されたりすることができる。言い
換えれば、刺激手段は、流体を保有するための容量を有するように設計されている。刺激
手段は、流体供給に意図された少なくとも１つの空洞を有する。刺激手段の実施例はバル
ーンであり、このバルーンにより、少なくとも部分的に膨張した状態において、体腔内の
体組織に対する装置の接触表面を確かなものにする。刺激手段の他の実施例は、袋、泡、
泡装置などである。
【００７４】
　図２は、本発明の装置１の実施態様がいかに人間の鼻腔において使用され得るかを概略
的に示している。これは、体腔における本発明の使用実施例に過ぎないことは当然のこと
である。膨張手段３の一端は、通常、治療全体を通じて、鼻又は体の開口部の外にある。
刺激手段２は、治療されるべき組織表面に密な接触をするように意図され、刺激手段が周
囲の組織と良好な接触表面を与えるならば、複数の方法で設計できる。
【００７５】
　刺激手段２は、鋭い端部又は点を有しないように設計され、それ故、刺激手段は、刺激
手段が接触する組織を損傷することはない。刺激手段２が組織表面を摩擦なしで滑ること
ができるように、刺激手段２の表面上に潤滑剤を使用することができる。
【００７６】
　本発明の方法は、体腔内の粘膜の治療を提供するものである。体腔内の組織の治療は、
ここでは鼻腔内の治療によって例証される。
【００７７】
　膨張可能な刺激手段を含む振動装置が提供されている。次いで、膨張されていない刺激
手段２が鼻孔経由にて鼻腔に導入される。振動装置は、鼻孔を通じての挿入を容易にし、
かさばる器具が患者に与える恐ろしい感じを最小にするために、このように、好ましくは
、第１の、本質的に膨張されていない状態にある。
【００７８】
　刺激手段２は、次に、鼻腔内で装置の第２の状態へと膨張される。導入時に、刺激手段
が装置の第１の状態であるならば、刺激手段が少なくとも部分的に図２の鼻腔に導入され
た時に、膨張が生じる。
【００７９】
　例えば、膨張手段３によって、治療に適する大きさ、及び／又は、容積に、少なくとも
部分的に刺激手段を膨張させることができる。好ましくは、膨張手段に含まれる、１つま
たはそれ以上の導水管を通じて、刺激手段に流体を供給することにより、刺激手段は膨張
する。このように、刺激手段の容積は、流体の供給により刺激手段内部にて達成される内
部圧力によって調整される。例えば、流体を、膨張手段に接続された外部源（図示されて
いない）から供給することができる。
【００８０】
　少なくとも部分的に膨張した刺激手段の内部圧力と容積により、周囲組織との、特に本
発明の処置により治療される神経末端と血管の組織との、良好な接触が得られる。少なく
とも部分的に膨張した刺激手段２は、好ましくは、刺激手段の外部表面でより広い組織表
面と接触し、これにより、振動装置が振動を生じた時に、多数の神経末端、及び／又は、
血管を同時に刺激することができる。
【００８１】
　好ましくは、刺激手段は、刺激手段の外表面と周囲の組織との接触を与える内部圧力を
有する。
【００８２】
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　好ましくは、振動による組織の刺激は、刺激手段が望ましい容積を得た時に開始される
。刺激手段が、好ましい、適切な容積に膨張できないように、組織が膨れている場合は、
刺激手段が完全に、又は、部分的に膨張していない時に、例えば、圧縮されている時に、
振動刺激を開始することができる。1つの実施態様においては、刺激手段の内部圧力が刺
激手段に特定の形状、又は、容積になるのには不十分であるとしても、図５の安定化部分
５により、刺激手段は適切な形状となる。
【００８３】
　刺激手段の容積は、周囲の組織が振動刺激に反応し、充血除去が起こるので、治療の間
調整できる。同様に、振動刺激の間、刺激手段により周囲の組織に働く圧力を調整又は変
えることができる。
【００８４】
　振動刺激は、好ましくは、およそ１秒からおよそ３０分までの間、より好ましくは、お
よそ１５秒からおよそ７分の間、刺激手段が体腔内にて振動を生じることを含んでいる。
【００８５】
　本発明の方法の振動刺激は、望ましい振動パターンのために様々な周波数、振幅、及び
他の条件で実施できる。好ましくは、刺激は、１～５０００Ｈｚ、より好ましくは、およ
そ１０からおよそ１００Ｈｚ、さらに好ましくはおよそ３０からおよそ７０Ｈｚ、そして
最も好ましくはおよそ３５からおよそ６５Ｈｚの間の周波数にて行われる、が、他の周波
数も予想される。振動装置は、好ましくは、およそ０．０５ｍｍとおよそ２０ｍｍ、より
好ましくは、０．３ｍｍとおよそ５ｍｍの間の振幅にて振動する、が、他の振幅も予想さ
れる。どんな振動条件が選択されるかは、ある程度は、どの腔に及びどんな治療が要望さ
れているか、又は、治療を受ける患者の、どんな可能性のある症状かに拠っている。
【００８６】
　本発明の方法は、外部振動源を含むシステムを利用することができ、この外部振動源は
、訓練を受けたオペレーター、例えば、医者若しくは看護士、又は患者自身により操作さ
れる。上記のシステムは、サポートなどに固定でき、又は、オペレーター又は患者により
自由に扱うことができる。
【００８７】
　体組織に望ましい振動刺激を、適切な時間行った後、治療を適切に終了させることがで
きる。少なくとも部分的に膨張した刺激手段は、刺激手段を体の開口部、例えば、鼻孔、
を通じて除去する前に、適切に、基本的に膨張していない状態、装置の第１の状態に戻る
。刺激手段のこの予測され得る容量減少は、例えば、流体圧力の低下、例えば、刺激手段
内の圧力を低下させる膨張手段による空気又は液体圧力の低下により達成でき、それによ
って刺激手段内の圧力が減少する。圧力を低下した後、このように刺激手段は膨張してい
ない状態に戻る。安定化部分５が装置に存在するならば、これにより、装置のある形状と
容積を、ある程度保つことができる。
【００８８】
　体の開口部から、例えば、鼻孔から、刺激手段が通過できる様な大きさに、刺激手段が
回復した後、オペレーター又は患者は振動装置を体の開口部から、例えば、鼻から、引き
出すことができる。
【００８９】
　本発明の方法の一実施態様においては、本発明の第１の態様の振動装置が利用される。
【００９０】
　本発明の振動装置を体の開口部にできる限り容易に導入するために、関連する体の開口
部の大きさと、かさばった装置が患者に及ぼす可能性のある、ぞっとさせる影響を考慮し
て、膨張していない刺激手段はできる限り小さいことが望ましい。振動装置が、適切なや
り方で、まとめられ、保管され、かつ、輸送されることも望ましいことである。
【００９１】
　本発明の装置の膨張可能な刺激手段は、かさばらない方法で装置の第１の状態に配置す
ることができる。装置が膨張手段３を含む一実施態様においては、刺激手段２は、膨張手
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段に収められた第１の状態に配置することができる。膨張手段３が導水管４を含む場合に
は、刺激手段２は導水管内に含まれた第１の状態に配置することができる、図３ａ参照。
刺激手段が潤滑剤と共に使用されるなら、この潤滑剤も導水管内に収めることができる。
【００９２】
　上述の実施態様により配置された刺激手段を含む本発明の装置を用いた治療においては
、完全に又は部分的に膨張手段に、例えば、導水管４に、収められた刺激手段と共に、装
置は体の開口部に導入される（図３ａ、３ｂ）。刺激手段２の膨張は、恐らくより狭い体
腔を、例えば、鼻孔を、通過した後で、体腔内部で起きる。刺激手段２を導水管４から押
し出す圧力を与える流体で、膨張手段３を通じて振動装置を満たすことにより、刺激手段
２を、膨張手段３から、例えば、導水管４から、例えば、動かすことができる。これによ
り、刺激手段は膨張される（図３ｂ、３ｃ）
【００９３】
　かさばらない第１の状態における、本発明の振動装置の別の実施例が図４ａ、４ｂに示
されている。この場合、装置の第１の状態にある刺激手段２が、図４ａの膨張手段３の周
囲に配置されている。装置の第１の状態において、刺激手段は、膨張手段の周りに、又は
、安定化部分がある場合には、安定化部分の周りに、例えば、畳めるか又はひだをつける
ことができる。体腔への体の開口部を通じての導入に続いて、刺激手段は、体腔内部にて
、完全に又は部分的に、膨張する（図４ｂ）。
【００９４】
　本発明の振動装置の別の実施例においては，装置の第１の状態の刺激手段は、場合によ
り、安定化部分を含む、膨張手段の周りに配置されているが、膨張手段の貫通している端
部を囲んではいない。この場合、場合によっては潤滑剤が塗布されている、貫通している
端部は、体の開口部の内部又は体腔内部の組織を傷つけないように、柔軟な組織に優しい
材料でできていることが望ましい。体の開口部を経由して体腔内への導入の後、刺激手段
は、膨張手段の貫通している端部からやや離れて、膨張手段の周りにスリーブを形成し、
体腔内部で、完全に又は部分的に膨張する。
【００９５】
　刺激手段を、本発明の装置の第１の状態にいかに配置するかに拘わらずに、装置の外装
が好都合である。外装（図示されていない）により、いかなる潤滑剤、他の物質、揮発性
物質又は装置の部品が、輸送や保管中に喪失又は劣化しないように守られると同時に、装
置の衛生の確保を助け、機械的又は化学的作用から装置の繊細な部品を保護することがで
きる。
【００９６】
　本発明の振動装置の一実施態様においては、前記装置は安定化部分を含んでいる。安定
化部分５は、例えば、体腔内での刺激手段の導入及び／又は位置の制御を容易にし、特に
、装置の第１の状態の刺激手段に体腔内部で望ましい位置を取らせるために、配置するこ
とができる。安定化部分５を、例えば、刺激手段２の内部に配置することができる（図５
）。安定化部分は、膨張手段３（図示していない）のみに配置してもよいし又は刺激手段
と膨張手段の双方に配置してもよい。
【００９７】
　図５には、本発明の装置の実施態様が示されており、刺激手段は安定化部分５を含んで
いる。安定化部分は、好ましくは、体腔内で組織と直接接触をしないで、安定化部分の全
体が、刺激手段に収められている。安定化部分５は、刺激手段へ流体を供給するために、
膨張手段の導水管と刺激手段２の内部との間に、好ましくは、少なくとも１つの接続６を
含んでいる。
【００９８】
　好ましくは、刺激手段と本質的に同一の振動パターンに従って、安定化部分に振動が生
じる。中間流体無しに、刺激手段の表面を通じて安定化部分と接触する体組織は、刺激手
段が少なくとも部分的に膨張状態にある時に、刺激手段の他の表面を通じて伝播される振
動パターンに対応する振動パターンで刺激される。
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【００９９】
　安定化部分は柔らかい曲がりやすい材料でできており、これにより、体の開口部の通過
が容易になる。安定化部分はシリコーン、プラスティック又はゴム材料で、適切にできて
いる。他の材料を使用することも予想される。
【０１００】
　刺激手段及び／又は体腔内部の周囲の組織を傷付けないように、図５の安定化部分５は
、好ましくは、丸みのある形状を有する。体の開口部内の狭い通路へ安定化部分を含む刺
激手段の導入を容易にするために、安定化部分は、安定化部分の下部の寸法（断面）より
小さい上端寸法（断面）を有することが適切である。
【０１０１】
　刺激手段が、装置の第２の状態において膨張する時、安定化部分は、刺激手段の内側表
面との直接の物理的接触をしないことがある。好ましくは、安定化部分により、刺激手段
への振動が仲介され；振動パターンは、安定化部分によって、あるとしても、少しだけ、
妨げられるか又は抑えられる。振動手段が流体に振動を与える場合には、図５の安定化部
分５による障害無しに、この流体が流れれば、それは、例えば、適切である。
【０１０２】
　あるいは、安定化部分が刺激手段を完全に満たすような大きさと形状を有し、そこでは
、刺激手段内に流体のためのスペースがない。この場合、安定化部分は、好ましくは、柔
らかい曲がりやすい材質でできている。この場合、安定化部分は、刺激手段の目的を満た
すことができ、刺激手段に取って替わることができる。
【０１０３】
　静的な内部圧力を有する刺激手段も、図５の安定化部分を含むことができる。この実施
態様においては、膨張手段３も、好ましくは、少なくとも安定化部分の一部を含む。
【０１０４】
　治療方法の進行中に、刺激手段は、例えば、膨張手段、安定化部分又はおそらく他の機
器を用いて、鼻腔、腸又は他の体腔に導入される。
【０１０５】
　一実施態様においては、膨張手段は、体の開口部を通じて、体腔への振動装置の導入を
容易にするための安定化部分を含む。
【０１０６】
　安定化部分を含む膨張手段により、体腔内においてと同様に、体腔の外部で、並びに、
振動装置が体腔へ導入される時及び体腔から引き出される時にも、例えば、振動装置の位
置制御がさらに容易になる。この実施態様においては、腔内の刺激手段の位置と方向の制
御を可能にするために、安定化部分は、好ましくは、寸法安定性と、場合により、剛性を
有する。安定化部分を含む膨張手段は、まっすぐな形状をとることができ、比較的堅くて
よい。あるいは、安定化部分を含む膨張手段はまっすぐな形状から逸脱することもでき、
そして、例えば、湾曲したり又は曲っていてもよい。
【０１０７】
　安定化部分が膨張手段内に収められているなら、前記部分は、その部分と膨張手段に安
定性を与える、例えば、弾力性は無いが曲がりやすいチューブと、周辺構造とで作ること
ができる。その部分は、チューブのみから構成されてもよい。
【０１０８】
　本発明の振動装置の一実施態様においては、刺激手段は交換可能な衛生的な保護カバー
７で囲まれている。衛生的な保護カバー７は、ほこり又は他の生物学的若しくは化学的物
質等の有害な物質の拡がりが防止するので、衛生的な保護カバー７により、例えば、装置
を一回だけでなく多数回使用することができる（図６ａ）。
【０１０９】
　図６ａ～６ｃの衛生的な保護カバー７は、刺激手段２上のどんな有害な又は伝染性の物
質も周囲の組織と直接の物理的な接触することができない様な方法で、装置１を囲んでい
る。
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【０１１０】
　衛生的な保護カバー７は、容易に交換できなければならない。衛生的な保護カバーを装
置１に配置する時、衛生的な保護カバーが容易に装置から離れ落ちることはないように、
例えば、衛生的な保護カバー上のサポート８と膨張手段上のサポート９によって、衛生的
な保護カバーは拘束されている。保護カバーが、例えば、関連の体腔内で動かなくなる、
又は、体腔内に残ってしまう、又は、治療後に開いてしまうことによる問題は、これによ
り回避される。これにより、例えば、鼻腔治療時に、衛生的な保護カバーが患者の気道に
残ってしまって、患者を危険や不安に曝すリスクが除かれる。図６ａ～６ｃは、衛生的な
保護カバー７を膨張手段３にいかに配置することができるかを示しており、刺激手段２の
完全な囲い込みと同時に、装置１への衛生的な保護カバーの強固な取り付けが実現されて
いる。
【０１１１】
　衛生的な保護カバーは、刺激手段から周囲の組織に振動を伝える。衛生的な保護カバー
の大きさが、囲まれる刺激手段の容積との関連で変えられるように、衛生的な保護カバー
は弾力のあるものがよい。
【０１１２】
　さらに、刺激手段と同様に衛生的な保護カバーは、好ましくは、体の開口部を内に又は
外へ、及び、治療が実施される体腔へ、又は、体腔から容易に通過することができる。こ
のように、衛生的な保護カバーは、好ましくは、スムーズな外部表面を有する、又は、別
の方法で、周囲の体組織との摩擦をできるだけ小さくする。
【０１１３】
　装置の実施態様の一実施例においては、装置は、周囲の組織への、薬学的、化学的又は
生物学的影響が本質的に無い衛生的な保護カバーを含んでいる。
【０１１４】
　あるいは、医療目的を達成するために、例えば、炎症を減らすために、衛生的な保護カ
バーは、周囲の組織に、化学的又は生物医学的影響を有する。
【０１１５】
　本質的に薬学的、化学的又は生物学的な影響を周囲の組織にもたらさない潤滑剤を、例
えば、衛生的な保護カバーと共に使用することができる。衛生的な保護カバーを、潤滑剤
で塗布することができ、例えば、パラフィン溶剤に浸すことができる。
【０１１６】
　衛生的な保護カバーは、好ましくは、使い捨て製品であり、言い換えれば、体腔におけ
る治療において一度より多くの機会に使用されるように意図されていない。
【０１１７】
　振動装置自身が使い捨て製品の場合、衛生的な保護カバーは、刺激手段で構成すること
ができ、したがって、交換できる必要はない。
【０１１８】
　本発明の振動装置が衛生的な保護カバーと共に使用されるように意図されているなら、
刺激手段それ自身は、どんな組織に優しい材料でできている必要はなく、その理由は、そ
の時は、この材料が治療中に組織と接触しないからである。
【０１１９】
　本発明の振動装置の実施態様において、刺激手段内には流体用のスペースはない。この
様な振動装置は、図７の装置によって例示することができ、ここでは刺激手段２は、柔ら
かくて延性のある材料、例えば、シリコーン、プラスティック又はゴムでできている任意
の本数のアーム１０を含んでいる。アームが体の開口部を通じて導入される時は、アーム
を圧縮させることが可能であり、最初は、利用可能な全表面積は減らされており、その後
、体腔内部で膨張され、アームが拡がり、アームの利用可能な外表面積は最大になる。ア
ームは、装置と体組織との間に良好でタイトな接触が実現されるように、大きな面積の領
域に分布している。アームは、静的な内部圧力を有することが可能であり、及び／又は、
流体の供給なしで膨張ができる。しかし、例えば、アームの投薬用開口部を通じて医療用
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又は他の生物学的効果を持つ物質の投与のために、流体の供給がとにかく発生してもよい
。
【０１２０】
　前記アーム１０は、例えば、弾力性のあるものであってよく、図８ａ～８ｃに示されて
いる。弾力性のあるアームは、第１の状態では、膨張手段に、例えば、膨張手段の導水管
に収めることができる（図８ａ）。例えば、アーム１０は、膨張手段から、例えば導水管
から、アームを押し出すエレメント１１により、装置の第２の状態へと、移動することが
できる（図８ｂ）。エレメントは、例えば、流体又はプランジャーの様な固体であってよ
い。装置を体腔内に導入した後、アームは体腔内部に分配され、その結果、装置に第２の
状態がもたらされ、組織の広い面積が届く範囲となる（図８ｃ）。このように、刺激手段
と体組織との良好でタイトな接触が、振動刺激が開始される前に、達成される。刺激手段
に含まれるアームの本数がより多ければ多い程、体組織に隣接するより広い利用可能面積
が得られることは当然のことである。全体として、刺激手段２のアームにより届く、体腔
内の組織表面は、刺激手段が体腔に入るために通過する体の開口部の面積より大きく成り
得る。
【０１２１】
　刺激手段が静的内部圧力を有する場合には、装置の第１の状態の刺激手段は、膨張手段
に収めることができる。体腔にて振動を用いた治療を行うために、例えば、図８ｂのエレ
メントによって刺激手段が外に押し出されることにより、刺激手段の第２の状態への膨張
が起きる。
【０１２２】
　本発明の振動装置は、例えば、安全弁を含むこともでき、装置に過大な圧力で液体が供
給された場合に、その圧力の一部を放出することができ、これにより装置の圧力は適切な
レベルへと下げられる。
【０１２３】
　装置を、外部器具、及び、例えば、振動装置の操作用のハンドルに、接続することがで
きる。
【０１２４】
　本発明の装置が、少なくとも部分的に膨張した刺激手段を有して、第２の状態にある時
に、刺激手段は振動を生じるようになる。振動は、好ましくは、刺激手段の外表面と組織
表面との間の直接の物理的接触によって、体腔内で刺激を受ける、神経末端と血管を有す
る体組織に運ばれる。
【０１２５】
　本発明の振動装置は、装置の実施態様と、関与している治療に応じた、様々な振動パタ
ーンで、振動を生じることができる。
【０１２６】
　本発明の装置は、刺激手段の容積が振動するということを意味するパターンで振動を生
じることができる。装置には、膨張手段に平行な刺激手段の縦方向の動きによって、振動
がもたらされてもよい。装置には、任意の主軸の回りの振動によって、振動がもたらされ
てもよい。装置には、任意の平面に並進する動きによって、振動がもたらされてもよい。
刺激手段の振動は、前記振動パターンの組み合わせであってもよく、又は、関与している
適用分野を考慮して、適切な方法にて振動してもよい。
【０１２７】
　患者の鼻腔を治療する時、本発明の振動装置は、普通は、好ましくはおよそ３０～７０
Ｈｚの周波数にて振動を生じるが、他の治療においては、他の振動周波数があり得る。治
療される体組織内の神経末端への振動装置の神経学的効果は、特定の周波数又は治療にお
いて使われる周波数によって、大方の場合、決定される。
【０１２８】
　本発明の振動装置によって体組織の治療をする時、治療される組織の神経末端への装置
の効果は、刺激手段によって組織がさらされる振動の大きさ（振幅）にも依存する。通常
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は、刺激手段の表面に、０．０５ｍｍとおよそ２０ｍｍの間の、より好ましくは、０．３
ｍｍとおよそ５ｍｍの間の振幅で、振動がもたらされるが、ある治療に要求される振幅は
、関連する体の開口部の性質、問題となっている患者の感度、及び、実施されようとして
いる治療の種類によって決定される。
【０１２９】
　本発明の振動装置は、応用分野に応じて、様々な波形にて振動を生じることができる。
振動装置は、例えば、振動が、正弦波で又は矩形波として、後者の場合０．１と０．５の
間の“負荷サイクル”にて、表現することができるように、振動を生じることができる。
他の波形も、上記したものと類似のものも又は類似でないものも、今回の場合に適切であ
り得る。
【０１３０】
パイロット・テスト
　本発明の装置と方法を用いてパイロット・テストが行われた。テストは、成人の、健常
人、並びに、鼻部に関連した様々な種類の問題、及び／又は、疾患を持った患者の鼻にて
行われた。
【０１３１】
　これまでに行われたすべてのテストにおいて、振動手段に接続された刺激手段と膨張手
段を含む振動装置が使用された。
【０１３２】
　刺激手段は、膨張した、第２の状態において、直径１．５ｃｍで、長さ５ｃｍのバルー
ンであった。バルーンは、導水管を含む膨張手段に接続された。長さ１５ｃｍの管類がこ
の目的に使用された。管類とバルーンは、鼻腔内への導入を簡単にするために、最大で４
ｃｍの長さを有しており、管類の一端がバルーン内にあるように、互いに接続された。バ
ルーンを膨張させるために、管類はバルーンに流体を、この場合は空気を、供給した。閉
鎖系の空気システムに接続された別の管類にと同じように、管類の他の端部は三方コック
を経由して、目盛付き注射器（２０ｍｌ）に接続された。閉鎖系空気システムは、柔軟な
膜に接続され、その膜は、次には間隔１０～１００Ｈｚの可変の周波数を持つ音声発信器
に接続された。水圧０～１００ｃｍ（０～９.８ｋＰａ）の圧力間隔以内で制御された方
法にて、空気圧は変化させることができよう。振動する膜の振幅は、制御された方法にて
（任意ではあるが、再生可能なユニットにおいて）変えられるであろう。使用に先立って
、バルーンに、使い捨て手袋の指部から成る、衛生的な保護カバーが取り付けられた。鼻
腔内へのそれぞれの導入に先立って、衛生的な保護カバーはパラフィン溶液に浸された。
【０１３３】
治療方法
　下記の一般的な方法が、すべての治療に使用された：
　バルーンと膨張していない状態の衛生的な保護カバーを有する、第１の状態の振動装置
が鼻腔に導入された。鼻腔内にて、バルーンを水圧４０～８０ｃｍ（３.９～７.８ｋＰａ
）へと膨張させた。
【０１３４】
　音声発信器を用いて柔軟な膜の制御運動によって、バルーンを経由して、間隔が水圧４
０～８０ｃｍ（３.９～７.８ｋＰａ）以内で、選択された圧力の周りで、殆ど変動なしで
、閉鎖系システムの空気圧を変化させる変えることにより、間隔３９～６０Ｈｚの振動が
達成された。刺激は、鼻腔内で５～１０分間与えられた。
【０１３５】
　次に、空気はバルーンから排出され、バルーンは膨張していない状態に移された。バル
ーンは鼻腔から引き出され、衛生的な保護カバーは取り除かれた。
【０１３６】
　新しい保護カバーがバルーンに当てられ、第二の鼻腔に導入する前に、パラフィン溶液
に浸された。上記の方法により、バルーンを、鼻腔内で水圧４０～８０ｃｍ（３.９～７.
８ｋＰａ）へと膨張させた。間隔３９～６０Ｈｚの周波数を有する振動が、５～１０分間
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、達成された。
【０１３７】
　前記方法によるテストが、健常人と患者とに行われ、そして治療の結果が、鼻腔を通る
空気の通りの効果として、即ち、鼻呼吸抵抗の主観的評価度合いとして、評価された。患
者は、治療前後の鼻の通りを、０～１０の観察によるスケール（ＶＡＳ）に基づいて、評
価した、ここで、０は抵抗無しに対応し、１０は最大の抵抗、即ち、完全な鼻詰まり、に
対応する。
【０１３８】
　様々なグループの患者と健常人の結果が下記に記載されている。
【０１３９】
健康な、症状の無い個体
　健常人が、両方の鼻腔に、一度には片側の鼻腔に、上記一般的治療方法（周波数４０Ｈ
ｚ、５分間、水圧５０ｃｍ（４.９ｋＰａ））にて手当された。両方の鼻腔の処置完了後
１５分以内に、呼吸抵抗がＶＡＳスケールにて評価された。
【０１４０】
　すべての個体が、呼吸抵抗の低下を体験した。グループの呼吸抵抗は、ＶＡＳスケール
で、平均して３から１に減少した。両側とも、空気の通りが楽であるのが、少なくとも２
時間続いたと評価された。ある個体の場合には、空気の通りが楽であるのが、４時間に至
るまで続いた。
【０１４１】
風邪をひいている個体、ただし、これの他は健康
　この個体は、１～２日前から、臨床的に上気道に、おそらくウィールス感染により、感
染していて、この感染により、鼻水が出、鼻の空気の通りが悪く、即ち、かなりの鼻詰ま
りを引き起こしていた。すべての個体が、上記の一般的治療方法（水圧７０ｃｍ（６.９
ｋＰａ））により治療を受けた。
【０１４２】
　グループの全メンバーが、１０～１５分後に、呼吸抵抗の軽減を経験した。主観的な呼
吸抵抗は、全ての固体に対して、グループレベルで、ＶＡＳスケール８から３へと軽減さ
れた。効果は少なくとも２時間続き、ある個体では、３時間より長い間続いた。
【０１４３】
薬物性鼻炎患者
　薬物性鼻炎の患者は、風邪の治療には鼻詰まり防止の点鼻薬に、または、鼻詰まりには
鼻腔用スプレーに依存しており、それ故、これらの薬を、通常毎晩、そしてしばしば昼間
にも使用する。これまで治療を受けたこれらの患者は、毎晩、大部分の患者はその上毎日
、点鼻薬を利用してきた。この常用は、少なくとも２年間続いてきており、患者の何人か
は、１０年間までも続いてきた。常用の開始の理由は通常知られていないが、重くて長引
く鼻詰まりと共に、上気道の感染に関連して鼻詰まりが始まったことは、珍しいことでは
ない。一部の患者は、鼻詰まりを伴う頑固な問題について、鼻をかんだ後又は鼻の外側若
しくは内側を手術した後、と述べた。調査対象のすべての患者は、多くの既知の薬物治療
計画で治療されたと述べた。同様に、一部の患者は、鼻の手術をうけた、とりわけ、粘膜
の鬱血、即ち“萎縮（shrivelling）”を軽減するために、鼻粘膜を焼かれた、とも述べ
た。
【０１４４】
　本方法や本装置を用いて治療を受けたすべての患者は、以前の薬物治療は、薬物治療が
終了した後は、何らの効果も無かったと述べた。さらに、手術を受けた、そのうち何人か
は４度も受けた、すべての人が、手術の効果は乏しい、即ち、彼らは鼻詰まりを緩和でき
なかった、これが薬の常用が続いた理由である、と述べた。
【０１４５】
　前記治療方法（周波数４８Ｈｚ、水圧４０～５０ｃｍ（３.９～４.９ｋＰａ）、鼻粘膜
の手術を受けた人には、水圧７０ｃｍ（６.９ｋＰａ））にて７分間を、２回、ある時は
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３回、治療した後では、すべての患者において、少なくとも１カ月間、最大限でも、これ
までの最長の継続時間である３カ月間、昼間の鼻詰まりが完全に無くなった（ＶＡＳスケ
ールで平均８から２への改善）。
【０１４６】
　ある患者の場合には、治療後に夜間も鼻詰まりが無くなった（ＶＡＳスケールで平均９
から２への改善）。このように、これらの患者は、３か月に至るまで、症状が完全に出な
かった。
【０１４７】
　治療に多少なりとも反応を示したこれらの患者は、すべて昼間には症状が出なかった（
上記参照）、が、治療の５～１０日後に、かれらは、片側の、ただし、交互の側の、鼻詰
まりを夜間に再び経験し、それ故、追加の治療が必要であった（前記治療方法によった）
。繰り返した治療により、その後の５～１０日間症状が出なかった、等をもたらした。
【０１４８】
　すべての患者は、彼らが受けた治療の効果は、長い間変わらずに続いた、即ち、個体又
は患者の治療が繰り返された時に、効果が減少しなかった様だ、と述べた。
【０１４９】
比較治療、薬物性鼻炎の一患者
　比較実験として、薬物性鼻炎の一患者に、一方の鼻孔に風邪用の点鼻薬を用いて、もう
一方の鼻孔に上記（薬物性鼻炎の他の患者に対すると同様の）振動刺激にて、治療を施し
た。治療の時、この患者は１０年より長い間点鼻薬を常用してきていた。
【０１５０】
　一方の鼻孔に点鼻薬を用いて治療を施した後、一定の、同じ程度の鼻詰まりが認められ
た。もう一方の鼻孔に、振動刺激にて治療を施した後、鼻孔内の神経機能が通常の状態に
戻った、即ち、様々な程度の鼻詰まりが、夜と昼に、認められた。通常、昼間と夜間の鼻
詰まりの変化は、各鼻孔において、正弦曲線に従うと説明できる。当初、鼻詰まりは一方
の鼻孔には無く、その後、増えていった。他方の鼻孔における鼻詰まりは、最初の鼻孔と
比較すると、逆転した正弦曲線に従う、これは、一方の鼻孔が鼻詰まりする時は、他方の
鼻孔は空気が通っており、そして逆もまた同様であることである。
【０１５１】
神経痛の患者（他の点では健全）
　この患者は１０年より前の時から、鼻に痛みを持っていた。患者は、利用可能な、あら
ゆる種類の痛みを緩和する治療、及び／又は、薬物治療を試みてきたが、何らの実質的な
効果が無かった。強力な鎮痛剤により、数時間の痛みの緩和がもたらされてきた。
【０１５２】
　鼻の痛みについての他の考えられる原因が除外された後で、神経痛との診断がなされた
。
【０１５３】
　これまでの痛み緩和の治療が中止された。上記治療方法（周波数４８Ｈｚ、水圧４０～
５０ｃｍ（３.９～４.９ｋＰａ））による７分間の治療後、患者は、痛みと薬物治療から
、８週間解放され、この期間は、これまでのところ、このケースのフォローアップ時間に
相当している。
【０１５４】
鼻腔に非アレルギー性の炎症を有する患者
　これらの患者すべてに、アレルギー検査が行われたが、いかなるアレルギーも有さない
と診断された。患者は、鼻詰まり、及び／又は、鼻の分泌物の増加を軽減するために、毎
日鼻にコーチゾン噴霧を使用していた。薬用治療は、ある程度かれらの症状を軽減した。
【０１５５】
　患者に、上記方法による治療（周波数４８Ｈｚ、水圧４０～５０ｃｍ（３.９～４.９ｋ
Ｐａ））を、７分間一方の鼻孔に施した。コーチゾン噴霧を用いた薬物治療を完全にやめ
た後、治療が１週間行われた。未治療の鼻孔（ＶＡＳスケール値が６と５にとどまってい
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少（ＶＡＳスケールで平均５から３への改善）が、治療後の１週間、治療された鼻腔で経
験された。
嗅覚低下の患者
【０１５６】
　これらの患者は、嗅覚低下を経験していると自ら述べた。
【０１５７】
　７分間の上記方法による治療（周波数４８Ｈｚ、水圧７０ｃｍ（６.９ｋＰａ））の後
、彼らは嗅覚の改善を体験した。
【０１５８】
周辺の人に迷惑をかけるいびきをかく患者
　親族によると、いびきで周辺の人に迷惑をかけるいびきをかくとみなされていた患者は
、上記方法による治療後に、いびきをかかなくなった。
【０１５９】
　結論として、振動刺激の治療は、いかなる“リバウンド”の鼻詰まりを引き起こさない
、即ち、鼻詰まりがひどくなるという、いわゆるリバウンド効果が、長い時間をかけて何
回も治療を繰り返した後でさえ、続いて生じることがないことを、テストが示した。リバ
ウンド効果は、市販の多くのいわゆる風邪用点鼻薬を用いると起こる。その上、この治療
方法は、新生児の時から及び妊娠中も、副作用無しで使用できる。
【０１６０】
　このように、患者の敏感な体組織の刺激のために、到達するのが困難な体腔内にて使用
する振動装置が提供された。本発明の装置は、患者又は別のオペレーターにとって使用が
容易である。本装置は狭い体の開口部を通じて、容易に導入可能であり、刺激手段が、組
織を押しのけること無く体組織に隣接するように、少なくとも、部分的に膨張する第２の
状態に配置できる。
【０１６１】
　さらに、体腔内の体組織の刺激のための方法が提供された。本方法は、末梢知覚神経と
、及び、おそらく、運動神経とにおける、神経機能の正常化を推進する。鼻腔内の多くの
症状を治療する時、従来の治療計画が効果を生じない時に、本方法は効果をもたらす。本
方法は、副作用を起こさず、すべての年齢層の患者に使用できる。加えて、これは、痛み
が無く迅速であり、多くの場合、症状の緩和又は症状の除去に、持続的な効果をもたらす
。



(21) JP 5352582 B2 2013.11.27

【図１】 【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】

【図４ａ】

【図４ｂ】



(22) JP 5352582 B2 2013.11.27

【図５】 【図６ａ】

【図６ｂ】

【図６ｃ】 【図７】



(23) JP 5352582 B2 2013.11.27

【図８ａ】

【図８ｂ】

【図８ｃ】

【図９】



(24) JP 5352582 B2 2013.11.27

10

フロントページの続き

    審査官  岩田　洋一

(56)参考文献  特表２００１－５０００３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００４－５３６６５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｈ　　２１／００　　　　
              Ｂ０６Ｂ　　　１／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

