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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用電極であって：
　この電極を身体に電気的に継ぐための導電性の第１ゲル層；
　この第１ゲルの上に置かれた可撓性の電導体；
　第１ゲル層より導電性である、可撓性電導体の上に置かれた導電性の第２ゲル層；
　第２ゲル層と接して置かれた電気接続；および
　第２ゲル層に接着された絶縁性バッキング、
を含む医用電極。
【請求項２】
　前記可撓性の電導体が箔を含んでいる、請求項１に記載の医用電極。
【請求項３】
　前記箔が金属を含む、請求項２に記載の医用電極。
【請求項４】
　前記箔がカーボン・シートを含む、請求項２に記載の医用電極。
【請求項５】
　前記金属が多孔性である、請求項３に記載の医用電極。
【請求項６】
　前記カーボンシートが多孔性である、請求項４に記載の医用電極。
【請求項７】
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　前記可撓性の電導体が非導電性シートを含み、その上に導電性の層が置かれている、請
求項１に記載の医用電極。
【請求項８】
　前記導電性の層が、そのシートを横断して連続している、請求項７に記載の医用電極。
【請求項９】
　前記導電性の層が電気的グリッドを含んでいる、請求項７に記載の医用電極。
【請求項１０】
　前記電気的グリッドが、非導電性シートの上に印刷された導電性インキ・パターンを含
んでいる、請求項９に記載の医用電極。
【請求項１１】
　前記インキ・パターンが相互接続インキ・ラインを有するペリメータを含んでおり、ペ
リメータが非導電性シートの端から離れて配置されている、請求項１０に記載の医用電極
。
【請求項１２】
　前記電気コネクタがスナップ・コネクタを含んでおり、スナップ・コネクタがそれへの
電気的アクセスのためにそのバッキングを通して延びている、請求項１１に記載の医用電
極。
【請求項１３】
　前記電気コネクタがリードワイヤを含んでいる、請求項１１に記載の医用電極。
【請求項１４】
　前記電気的グリッドが前記シートの全表面を覆って置かれている、請求項９に記載の医
用電極。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、電極に関し、そしてより特定すれば、人体での神経および／または筋肉の経
皮的刺激(transcutaneous stimulation)用または、生体電位あるいは生理的電位の監視（
モニタ）用の医用電極に関する。
【０００２】
　皮膚を経由して電気的に神経を刺激する電極は、痛みの制御に有用であり、一方、電気
的に筋肉を刺激する電極は、組織の維持および発達用に有用である。このタイプの刺激用
電極は、イオン浸透療法(iontophoreses) 即ち、局所的に適用された生理活性イオンを電
流を利用して身体の表皮および粘膜中に導入する方法に、医用薬を組込むこともできる。
【０００３】
　モニタ（監視）用電極は、例えば、脳電図（EEG:electroencephalograms)、筋電図（EM
G:electromyograms)および心電図(ECG) を作製するためのモニタ用デバイスと組合せて用
いられる。
【０００４】
　電極が取付けられる表皮層は本来カーブしているから、この電極の可撓性は最も重要で
ある。
【０００５】
　さらに、これら電極の物理的および電気的安定性は、長期の適用期間にわたって保持さ
れなければならない。この点に関していえば、これまでに開発された電極での特有の困難
は、この電極を外部電源またはモニタ用デバイスに電気的に接続すること自体にある。
【０００６】
　即ち、ある種タイプのリードワイヤが、この電極に連結されなければならず、そして、
そのリードワイヤと電極の間に一定の電気的連続性を保持しなければならない。刺激電極
の場合には、一定で、均一な電流分布を提供するために、電気的連続性が必要となる。電
流の中断、即ち、突然の接続／切断が起きると、身体に驚愕効果（startling effect：び
くっとする) を起こす。モニタ電極の場合には、電位の均一な検出のために電気的連続性
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が必要である。モニタ用電極での電気的連続性の遮断は、スプリアス出力(spurious elec
trical output)または情報の流れが乱れる開回路状態、のような“誤警報”(“false ala
rms")になる可能性がある。
【０００７】
　通常、このリードワイヤは、はんだ付け、溶接、セメント付け（接着）されるか、ある
いはまた、金属箔、金属網（メッシュ）または導電性織布または類似物のような電極の高
導電性素子との直接接触により保持される。これらの導電性素子は、導電性ゲルにより身
体に継ながれ、そして、その電極の反対側でのその導電性素子との好ましくない接触を防
ぐために、非導電性のバッキング（裏張り）でカバーされる。
【０００８】
　このリードワイヤと導電性素子を直接接触させる必要があることが、今日まで、医用電
極の実用性能を制約して来た。
【０００９】
　本発明は、電気リードワイヤまたはコネクタに直接接触しない導電性素子を有する電極
を提供し、かくして、これまで必要であった相互接続(interconnection) に関連する諸問
題を取除いた。
【００１０】
　発明の概要
　本発明の方法に従う医用電極は、普通、導電性で重合性の第１ゲル層を含んでおり、こ
の第１ゲル層は、その上に置かれた可撓性の電導体と一緒になって、この電極を身体に電
気的に継なぐための物である。この電導体は、導電性および非導電性素子を含む、導電性
布帛またはシートでもよい。他の組合せ、例えば低導電率のシートとその上に置かれた高
導電率の層とのような組合せも、本発明の一部と考えられる。
【００１１】
　導電性で重合性の第２ゲル層が準備され、そして第１ゲルと第２ゲルの間に、その導体
を、ぶら下げ(suspend) または浮かせるために、この可撓性の電導体の上に置かれる。
【００１２】
　一つの態様では、この導体は多孔性であり、重要なことは、この第１および第２ゲル層
が、その多孔性導体を通してお互い同志重合されることである。
【００１３】
　可撓性で多孔性の電導体を通してのこの重合は、第１および第２層から成る単一のゲル
内にこの可撓性で多孔性の電導体を確保するためだけでなく、この可撓性で多孔性の電導
体とゲルとの間の密接な電気的接触を提供するためにも望ましい。
【００１４】
　この可撓性で多孔性の電導体は、このゲル以外の何か他の媒体とは接触しておらず、従
って、この導体は、そのゲルの中に“浮いている”(“floating")と考えられることが、
認識されるべきである。
【００１５】
　さらに、この可撓性で多孔性の電導体は、このゲルの構造を保全する。この電導体は、
ゲルの重合によりラミネートされるかまたはその中に結合され、そしてその中に埋込まれ
るから、この可撓性で多孔性の電導体は、ゲルの構造を保全する。
【００１６】
　電気コネクタを準備し、第２ゲル層に接して配置し、そして絶縁性のバッキングを第２
ゲル層に接着させる。この方式では、その可撓性で多孔性の電導体への最初の電気的接続
はゲルを通してなされる。
【００１７】
　本発明の一つの態様では、この電気コネクタは、それへの電気的アクセスのためにバッ
キングを通して延びている。この構造は、その電気コネクタの締付けを確保でき、それは
、スナップ・コネクタ（これは、バッキングにより物理的に取囲まれているので）でもよ
い。
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【００１８】
　この電導体とコネクタの間の電気的接続を強めるために、第２ゲル層は、第１ゲル層よ
り、より電気伝導性である。この方式では、第２ゲル層が、その導体と第１層を横断して
強められた電気的分布を準備し、その後、この一様に分布された電流分布((current prof
ile)を身体に継なぐ。
【００１９】
　より特定の場合では、この可撓性で多孔性の導体は、その上に置かれた電気的グリッド
を有する非導電性シートを含んでいてもよい。望ましくは、電気的グリッドは非導電性シ
ート上に印刷された電導性インキのパターンを含んでいる。
【００２０】
　刺激電極に適した本発明の一つの態様では、そのインキ・パターンは、相互に接続して
いるインキ・ラインを有するペリメータ(perimeter）を含んでおり、このペリメータは、
非電導性シートの端から離れて配置されている。この構造は、電極の端からの電流のロー
ル‐オフ(roll off) を提供する。
【００２１】
　モニタ用電極に適した、もう一つの態様では、その導体は、第１および第２ゲルの寸法
と実質的に等しい寸法でもよい。この例では、この電極は、より大きい電極モニタ感度を
もたらす。
【００２２】
　本発明のさらにもう一つの態様では、その電気的接点は、第２ゲル層に接するリードワ
イヤを含んでおり、そして第２の導電性グリッドは、それらの間の電気的接続を強めるた
めに用いられてもよい。
【００２３】
　本発明の方法に従う、医用電極のさらなる態様は、その電極を身体に電気的に継なぐた
めの導電性で重合性の第１ゲル層と、その第１ゲル層に、重合または結合される医用薬を
含んでいる導電性重合性ゲル層を含んでいる。
【００２４】
　この医用薬含有ゲルの上に、可撓性で多孔性の電導体が置かれ、そして導電性で重合性
の第２ゲル層が、可撓性で多孔性の電導体の上に置かれ、そしてこの多孔性導体を通して
医用薬含有ゲルと共に重合される。第２ゲル層に接して電気的コネクタが置かれ、そして
この第２ゲル層に、絶縁性バッキングが接着される。
【００２５】
　本発明は、以下の詳細な説明を、添付した図面と組合せて参照することにより、より明
確に理解できるであろう。
【００２６】
　詳細な説明
　図１と２を参照すると、本発明の方法に従う医用電極１０が示されており、この電極１
０を身体（示されていない）に電気的に継なぐ（カップリング）ための導電性で重合性の
第１ゲル層12と、この導電性で重合性の第１ゲル層12の上に置かれた可撓性の電導体14を
含んでいる。この導体14は、不透過性の箔またはその類似物でもよく、あるいは後で説明
されるような多孔性の媒体でもよい。
【００２７】
　ゲル層12、16の間に導体14を埋込むためにこの可撓性の電導体14の上に、導電性で重合
性の第２ゲル層16が、配置される。不透過性の箔が用いられる場合、層12と16の間に導体
14を浮かせるために、これら層12、16はラミネートされるか、またはそれに結合される。
多孔性の導体14は、図２に示されているように、多孔性の導体14を通しての重合により、
層12、16の間に保持または結合される。
【００２８】
　これらゲル層12、16は、任意の適切なタイプの物でよいが、望ましくは、米国特許第 5
,868,136、6,038,464 および6,115,625 号明細書および米国特許出願09/428,196号明細書
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［1999年10月27日出願；発明の名称：医用電極止帯（MEDICAL ELECTRODE COMPRESS)]に提
示されているような重合性重合体である。これらの特許は、本発明で使用するのに適して
いるゲルのタイプを説明するために、図面および明細書の全てを含めて、それらがそっく
りそのまま、本明細書に組込まれている。上では、二つの層12、16だけが議論されたが、
用いられる可能性のある追加の層（示されていない）も本発明の一部であると考えられる
ことが認識されるべきである。このような層は、本明細書中に参照、引用されている特許
の中で議論される。
【００２９】
　これらゲルは、熱的方法、紫外線法または、層12、16の間に導体14を埋込むため、浮か
せるため、あるいは浮遊させるための、これら層12、16の両方お互いの重合、そして導体
14を通しての重合を保証する任意の他の方法、を含む任意の常用の手段で一緒に重合され
てもよい。
【００３０】
　さらに、後でより詳細に説明されるように、この導体14は、重合されたゲル層12、16を
取扱うための機械的強さと完全さを提供する。
【００３１】
　任意の適したタイプでよい剥離性担体20(release carrier 20)が、電極10を身体（示さ
れていない）に適用する前にゲル12を被覆するのために準備される。さらに、図１および
２に示されているように、ゲル層16の上に、それとの望ましくない接触を防ぐために、非
導電性のバッキング22が取付けられる。
【００３２】
　図１および２に示されているように、スナップ・ボタン(snap stud)28 とアイレット(e
yelet)30を含むスナップ・コネクタ24は、電極10との機械的連結、そして重要なことは、
ゲル16との電気的接触の確保に備えてバッキング22を通して延びている。
【００３３】
　本発明の方法に従う電極10の構造は、それへの機械的な電気接点を持たない導体14を特
徴としていることを認識するのが重要である。導体14との全ての電気的接点は、そのスナ
ップ・コネクタ24からゲル16を通つて、そしてゲル12を通って身体に継ながれる。
【００３４】
　従って、スナップ・コネクタ24と導体14との間には機械的構造の接点はない。ゲル16は
可撓性で、そしてスナップ・コネクタ24はバッキング22内に確保されているので、このス
ナップ・コネクタを粗雑に扱っても、例えば、そのスナップ・コネクタ24に継がれている
、またはスナップ止めされている電線（示されていない）を引張ることにより、電気的接
続が離れたり、そのスナップ・コネクタと導体14の間での電導が間歇的に弱くなったりす
ることはないであろう。
【００３５】
　この特徴は、その電極導体が、機械的および物理的に、電気的リードワイヤ接点に接触
している従来技術のコネクタが有する多くの欠点を克服する。この後者は、外部電源また
はモニタ用デバイスへの接続のために必要である。
【００３６】
　導体14を通してのゲル層12、16の重合は、約 1ミルと約10ミルの間の厚さ、望ましくは
約 5ミルの厚さを有してもよく、そしてOld Hickory,Tennessee の Reemay,Inc.から入手
される多孔性発泡（blown porous）ポリエステル材料34を使用することにより達成される
。このポリエステルは、多孔性で非導電性である。導電性は、望ましくは導電性インキ40
でこのポリエステル34上に印刷されている電気的グリッド38により提供され、そして制御
される。図３参照。
【００３７】
　この導電性インキ・グリッド38は、適切なタイプの物でよく、そして、このポリエステ
ル34に適用した時、その多孔性を変化させず、従って、ゲル層12、16は、ポリエステル34
を通してだけでなく、ポリエステル34の上に配置されたインキ・グリッド38を通して重合
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されてもよい。
【００３８】
　電流を制御するために特異パターンのインキ・グリッド38を利用する技法が、米国特許
第4,736,752 、5,843,155 、5,904,712 および 6,038,485号明細書に提示されている。こ
れらの特許は、本発明で用いられてもよい導電性インキ・パターンまたはグリッド38のア
レイを説明するために、全ての図面および明細書を含めて、それらをそっくりそのまま特
定的に引用することにより明細書に組込まれている。
【００３９】
　刺激電極10の場合、このインキ・グリッドパターン38は、身体（示されていない）への
電流の何らかの分流(shunting)を防ぐためのセットバック44（setback:後退領域）を準備
するために、非導電性ポリエステル・シート34の端42から離れて配置されているペリメー
タ40(perimeter) を含んでいる。
【００４０】
　ゲル層12、16は、それぞれ、約25ミルおよび10ミルの厚さを有してもよい。しかし 100
ミル以下の厚さの物が用いられてもよい。かくして、この電極10は、非常に薄い側面と大
きい可撓性を有してもよい。さらに、電極10の導電率を制御するために、第２ゲル層16は
第１ゲル層12より、より導電性でもよい。導電率の制御は、本特許への特別引用文献によ
り、本明細書に組込まれている上述の特許の中に提示されている。特に、第２ゲルの導電
率は、約1000 ohm‐cmより小さく、そして第１ゲルの導電率は、約2000 ohm‐cmより小さ
い。
【００４１】
　図４を参照すると、電気的刺激のためと身体からの電位のモニタのための両方に適して
いる本発明の方法に従う一つの代替態様の電極50が示されている。図１～３に示した態様
10に実質的に等しい構造成分には、共通の引用記号が付けられている。
【００４２】
　電極50は、第１および第２導電性重合性ゲル層12、16に加えて、不透過性可撓性電導体
52、バッキング22および剥離性担体20を組込んでいる。
【００４３】
　この態様50では、その導体は、カーボンのような導電性フィルムまたは、カーボン、Ag
またはAgClインキでフラッド‐コートされた(flood coated)導電性メッシュまたはそれら
の任意の組合せでよい。その最上層にAg／AgClインキが付いている導電性フィルムの組合
せは、身体（示されていない）へのAg／AgClの如何なる移行も防ぐであろう。この組合せ
は、上で考察した態様10でも用いられてもよい。
【００４４】
　図４に示された電極50の重要な特徴は、第２ゲル層16に接触させるための電気コネクタ
としてリードワイヤ60を使用することである。このリードワイヤ60は、それが用いられる
と、重要なことに、スナップ・コネクタ24（図１および図２参照）を用いる場合における
ような、膨らみ、または隆起、を含んでいない極端に薄い断面の電極50が提供される。か
くして、この電極50の長期間の使用で、特に、体重が使用中に電極50を押しつける場合、
使用者（示されていない）にとって、使い心地がより良くなる。
【００４５】
　リードワイヤ60は、接着層66によりバッキング22に接着されてもよいストランド62を含
んでもよい。
【００４６】
　或いはまた、このリード60およびワイヤ62は、このゲル層自身の接着性によってゲル層
16に接着されてもよい。リード60とワイヤ62が、ゲル層16とバッキング22の両方に接着さ
れると、確実な機械的接続が電極50で得られる。
【００４７】
　重要なことには、スナップ・コネクタを用いている態様10でのように、リード60とワイ
ヤ62は、導体14に直接接触しておらず、この接触は可撓性の導電性ゲル16による接触であ
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るから、リード60を引張つても(tuggingまたはpulling)そのリードワイヤ62と導体14の間
の接触に何らかの破壊は起きないであろう。従って、身体の接触やリード60を不注意に引
張ることによりその電極を粗雑に取扱っても電導の破壊は起きない。
【００４８】
　このリードワイヤの機械的固定(anchoring) をさらに強めるために、図４に示されてい
るようにグリッド70が備えられてもよい。このグリッド70は、可撓性であるべきで、メッ
シュ、箔または他の導電性媒体でよい。さらに、グリッド70が、例えば、カーボンをコー
トした媒体のように導電性であれば、ワイヤ62とゲル16との間の電気的接触も確保される
。このようなグリッド70は、電極態様10中で、そのスナップ・コネクタ・アイレット(eye
let)30と導電性ゲル層16との間で用いられ得ることも認識されるべきである。
【００４９】
　図５を参照すると、本発明の方法に従うさらにもう一つの態様80が示されており、この
態様では、医用薬含有導電性重合性ゲル層82を利用し、このゲル層は、そのゲル82に均一
に混和された医用薬84を含んでいてもよく、または図５に示されているような特別のポケ
ット86の中に入った医用薬84を含んでいてもよい。図４に示されている態様50に実質的に
等しい構造成分には、共通の引用記号が付けられている。
【００５０】
　特別に示されてはいないが、医用薬84は、第１導電性ゲル12中にも混和され得る。電流
を流すと、電極80は、生理活性イオンを表皮（示されていない）に導入する能力があり、
例えば浮腫（edema むくみ）、虚血性皮膚潰瘍(ischemic skin ulcers) 、筋肉痛、ペー
ロニ病(Peyronies disease) 、多汗症、関節炎、菌感染症(fungus infections) 、粘液嚢
炎(burisitis) および腱炎(tendonitis)の治療に用いられ得る。イオン浸透療法(iontoph
oreses) の機構についての理論的概要は、ここには提示されていない。
【００５１】
　本発明が効果的に用いられ得る方式を例示する目的で、本発明の方法に従う特定の医用
電極を上に説明したが、本発明はこれに限定されないことが認識されるべきである。従っ
て、この技術分野の習熟者が気が付き得る、任意のそして全ての修飾、変更、または同等
の装置は、付記された請求の範囲で規定された本発明の範囲内に入るものと考えられるべ
きである。
【００５２】
　発明の態様
　１．医用電極であって：
　この電極を身体に電気的に継ぐための導電性で重合性の第１ゲル層；
　この第１層の上に置かれた可撓性で多孔性の電導体；
　該可撓性で多孔性の電導体の上に置かれ、そしてその多孔性導体を通して、第１層と共
に重合される導電性で重合性の第２ゲル層；
　第２ゲル層と接して置かれた電気接続；および
　第２ゲル層に接着された絶縁性バッキング、
を含む医用電極。
【００５３】
　２．第２ゲル層が第１ゲル層より導電性である、１．に記載の医用電極。
【００５４】
　３．該可撓性で多孔性の導体が、非導電性のシートを含んでおり、その上に導電性層が
置かれている、１．に記載の医用電極。
【００５５】
　４．該導電性層が、そのシートを横断して連続している、３．に記載の医用電極。
【００５６】
　５．導電層が電気的グリッドを含んでいる、３．に記載の医用電極。
【００５７】
　６．該電気的グリッドが、該非導電性シートの上に印刷された導電性インキ・パターン
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を含んでいる、５．に記載の医用電極。
【００５８】
　７．該電気的グリッドが該シートの全表面を覆って置かれている、５．に記載の医用電
極。
【００５９】
　８．そのインキ・パターンが、相互接続インキ・ラインを有するペリメータを含んでお
り、該ペリメータは、該ペリメータの端から離れて配置されている、６．に記載の医用電
極。
【００６０】
　９．第２ゲル層が、第１ゲル層より導電性である、８．に記載の医用電極。
【００６１】
　１０．該電気コネクタが、スナップ・コネクタを含んでおり、そのスナップ・コネクタ
は、それへの電気的アクセスのために、そのバッキングを通して延びている、９．に記載
の医用電極。
【００６２】
　１１．該電気コネクタが、リードワイヤを含んでいる、９．に記載の医用電極。
【００６３】
　１２．医用電極であって：
　この電極を身体に電気的に継なぐための第１導電性ゲル層；
　この第１導電性ゲル層の上に置かれた可撓性で多孔性の電導体；
　該可撓性で多孔性の電導体の上に置かれ、そしてその多孔性導体を通して第１ゲル層に
結合している第２導電性ゲル層；
　第２ゲル層と接して置かれた電気接続；および
　第２ゲル層に接着された絶縁性バッキング、
を含む医用電極。
【００６４】
　１３．第２ゲル層が第１ゲル層より導電性である、１２．に記載の医用電極。
【００６５】
　１４．該可撓性で多孔性の導体が、非導電性のシートを含んでおり、その上に導電性層
が置かれている、１２．に記載の医用電極。
【００６６】
　１５．該導電性層が、そのシートを横断して連続している、１４．に記載の医用電極。
【００６７】
　１６．その導電性層が電気的グリッドを含んでいる、１４．に記載の医用電極。
【００６８】
　１７．該電気的グリッドが、該非導電性シートの上に印刷された導電性インキ・パター
ンを含んでいる、１６．に記載の医用電極。
【００６９】
　１８．そのインキ・パターンが、相互接続インキ・ラインを有するペリメータを含んで
おり、該ペリメータが、該非導電性シートの端から離れて配置されている、１７．に記載
の医用電極。
【００７０】
　１９．該電気的グリッドが、該シートの全表面を覆って置かれている、１６．に記載の
医用電極。
【００７１】
　２０．第２ゲル層が、第１ゲル層より導電性である、１８．に記載の医用電極。
【００７２】
　２１．該電気コネクタが、スナップ・コネクタを含んでおり、そのスナップ・コネクタ
が、それへの電気的アクセスのために、そのバッキングを通して延びている、１９．に記
載の医用電極。
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【００７３】
　２２．該電気コネクタがリードワイヤを含んでいる、１９．に記載の医用電極。
【００７４】
　２３．医用電極であって：
　この電極を身体に電気的に継なぐための導電性で接着性のゲル層；
　該導電性で接着性のゲル層の中に埋込まれた可撓性の電導体；
　該導電性で接着性のゲル層の表面に接して置かれた電気的コネクタ；および
　そのゲル層表面に接着された絶縁性バッキング；
を含む医用電極。
【００７５】
　２４．該可撓性電導体が箔を含んでいる、２３．に記載の医用電極。
【００７６】
　２５．該箔が金属を含む、２４．に記載の医用電極。
【００７７】
　２６．該箔がカーボン・シートを含む、２４．に記載の医用電極。
【００７８】
　２７．該可撓性電導体が多孔性である、２３．に記載の医用電極。
【００７９】
　２８．該可撓性で多孔性である導体が非導電性シートを含み、その上に電気的グリッド
が置かれている、２７．に記載の医用電極。
【００８０】
　２９．該電気的グリッドが、該非導電性シートの上に印刷された導電性インキ・パター
ンを含んでいる、２８．に記載の医用電極。
【００８１】
　３０．そのインキ・パターンが、相互接続インキ・ラインを有するペリメータを含んで
おり、該ペリメータが、該非導電性シートの端から離れて配置されている、２９．に記載
の医用電極。
【００８２】
　３１．該電気コネクタがスナップ・コネクタを含んでおり、そのスナップ・コネクタが
、それへの電気的アクセスのために、そのバッキングを通して延びている、３０．に記載
の医用電極。
【００８３】
　３２．該電気コネクタがリードワイヤを含んでいる、２４．に記載の医用電極。
【００８４】
　３３．医用電極であって：
　この電極を身体に電気的に継なぐための導電性で重合性の第１ゲル層；
　この電極を身体に電気的に継ぐための、医用薬を含んでいる導電性で重合性のゲル層；
　この第１層に重合された医用薬を含んでいる導電性で重合性のゲル層；
　この医用薬含有ゲルの上に置かれた可撓性の電導体；
　該可撓性で多孔性の電導体の上に置かれたそして、その多孔性導体を通して、医用薬含
有ゲルと共に重合された導電性で重合性の第２ゲル層；
　第２ゲル層と接して置かれた電気コネクタ；および
　第２ゲル層に接着された絶縁性バッキング、
を含む医用電極。
【００８５】
　３４．第２ゲル層の導電率が、医用薬ゲル層および第１ゲル層の導電率より大きい、３
３．に記載の医用電極。
【００８６】
　３５．該電気コネクタがスナップ・コネクタを含んでおり、そのスナップ・コネクタが
、それへの電気的アクセスのために、そのバッキングを通して延びている、３３．に記載
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【００８７】
　３６．該電気コネクタがリードワイヤを含んでいる、３３．に記載の医用電極。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】図１は、本発明の方法に従う電極の分解側面図であり、一般的に、重合性で導電
性の第１および第２ゲル層に加えて、それらの間で重合されるべき可撓性の電導体、電気
コネクタ、バッキング・シートおよび、使用前は第１ゲル層に接している剥離性層を示し
ている。
【図２】図２は、図１に示したような電極の断面図であり、第１および第２ゲル層の間に
浮いている、もしくは浮遊した可撓性電導体で組立てられた電極を示している。
【図３】図３は、この可撓性で多孔性の電導体の透視図であり、非導電性で多孔性の基材
シート上の導電性インキ・パターンをより詳細に示している。
【図４】図４は、外部電源（示されていない）との接触のために電気導線を用いている本
発明もう一つの態様の分解側面図である。
【図５】図５は、図４に示された態様に類似の本発明の代替態様であるが、医用薬含有導
電性重合性ゲルも含んでいる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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