
(12) ft 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2008 年4 月17 日 (17.04.2008)

(51) 国際特許分類 Hitoshi) [JP/JP]; 〒4648601 愛知県名古屋市千種区不老
A61H 7/00 (2006.01) 1 Aichi (JP). 松木芳樹 (MATSUMOTO, Yoshiki)

(21) 国際出願番号 PCT/JP2007/067078 [JP几P]; 〒4858555 愛知県小牧市大字林 2 1 0 番地 3
Aichi (JP). 飯田健一 (IIDA, Kenichi) [JP/JP]; 〒4858555

(22) 国際出願 日 2007 年8 月24 日(24.08.2007) 愛知県小牧市大字林 2 1 0 番地 3 Aichi (JP)・宮川拓
(25) 国際出願の言語 日木語 也 (MIYAGAWA,Takuya) [JP/JP] ; 〒4858555 愛知県小
(26) 国際公開の言語 日木語 牧市大字林 2 1 0 番地 3 Aichi (JP).

(30) 優先権子一タ (74) i 理人 : 矢 口太郎 ， 外 (YAGUCHI, Taro et al.); 〒
特 J 2006-276735 1020082 東京都千代田区一番町 2 2 - 1 —番町セン

2006 年10 月 10 日(10.10.2006) JP トラル ピル 8 階 恵泉国際特許事務所 Tokyo (JP).

(71) 出願人 (米国を除 < 全ての指定国について) 国立大学 (81) 指定国 (表示のない限 り、全ての種類の国内保護が
法人名古屋大学 (NATIONAL UNIVERSITY CORPO¬ 可能 ): AE, AG, AL, AM, AT,AU, AZ, BA, BB, BG, BH,
RATION NAGOYA UNIVERSITY) [JP/JP] ; 〒4648601 BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, Cの, CR, CU, CZ, DE, DK,
愛知県名古屋市千種区不老町 1 番 Aichi (JP). DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

(72) 発明者 および GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
(75) 発明者 出願人 (米国についてのみ 平田仁 (HIRATA, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY,MA, MD, ME,

[ 続葉有 ]

(54) Title: POSITIVE PRESSURE CHAMBER FOR EXTREMITIES

(54) 発明の名称 : 四肢用陽圧チヤ ンバー

9 AIR COMPRESSOR

(57) Abstract: A positive pressure chamber for treating extremities, used for treating a tumor and edema of extremities, for reh a
bilitation, for preventing a deep vein thrombus, for relieving pain of extremities, and for improving the skin quality of extremities.
The positive pressure chamber has a bag-like member (5) formed so that spaces (4) each formed between an outer sheet member (2)
and an inner sheet member (3) are filled with fluid and inflated. When the spaces (4) are filled with the fluid, the entire part of at
least one of the extremities that is covered by the inner sheet members (3) is held in a positive pressure condition, and the forward
endof the extremity is allowed to move in the fluid, which is contained in the spaces (4), independently of the other portions of the
extremity. An inner sheet member (3) has an inlet (21) for introducing the fluid contained in the space (4) and/or the other fluid
from the extremity's forward end side. The fluid introduced from the inlet (21) flows along a gap between the outer periphery of the
extremity and the inner sheet members (3), flowing in the direction ( ) leaving away from the extremity's forward end.

(57) 要約 本発明は、四肢の腫脹や浮腫の治療、リ/ \ ピ リ、深静脈血栓の予防、四肢の疫痛緩和、四肢の皮膚質改
善などに利用する四肢治療用陽圧チヤンバーを提供するものである。本発明の四肢治療用陽圧チヤンバーは、外側
ン一 ト部材 ( 2 ) と内側シー ト部材 ( 3 ) との間に区画された空間部 ( 4 ) に流体が満たされて膨 らむよ になっ
ている袋状部材 ( 5 ) を有 し、前記空

続葉有



MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨー ロ ツ / (AT, BE, BG,
OM, PG, PH, PL, PT, RO, Rく RU, SC, くD くE くG くK CH, CY, CZ, DE, DK, EE, Eく FI, FR, GB, GR, HU, IE,
SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, IS, IT, LT, LU, LV,MC, MT, NL, PL, PT, Rの, SE, SI, SK,
UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW. TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,

ML, MR, NE, SN, TD, TG).
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可

能 ): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, 添付公開書 :
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -Xーラ シT (AM, AZ, BY, —

間部 ( 4 ) に流体を満たすことで、前記内側シー ト部材 ( 3 ) に覆われた少な とも つの四肢全体が陽圧状態に
保持され、かつ、前記空間部 ( 4 ) に満たされた流体中で上記四肢の先端部を四肢の他の部分とは独立的に動かす
ことが可能となっており、かつ、前記内側シー ト部材 ( 3 ) は、空間部 ( 4 ) に満たされた流体及び または他の
流体を前記四肢先端部側から導入するための導入孔 ( 2 1 ) を有 し、この導入孔 ( 2 1 ) から導入された流体が、
四肢の外周 と前記内側シー ト部材 ( 3 ) との間の隙間に沿ってこの四肢先端部から離れる方向 ( 8 ) に流通するよ
に構成 されている。



四肢用陽圧チヤンバー

技術分野

０００1 本発明は少なくともェつの四肢の腫脹及び浮腫をき療・予防するための四肢用陽

圧チャンバー及びそれを用いた方法に関する。

背景技術

０００2 四肢、特に手及び腕は 骨格、筋、靭帯、腱、血管、神経、皮膚などにより構成され

る器官であり、極めて多彩な動きと繊細な感覚を有し、日常生活から創造的活動に

至る全ての人間活動において必要不可欠な器官である。更に、手は感情や意思の

表現にも重要な役割を果たし、極めて社会性の高い器官とされる。手の修復や機能

再建には、高度な機能と整容の回復を求められ、世界各国でこの分野に特化した専

門家 ( a d S eo 及び a d e a s )が養成されている。

０００3 また、手は外傷の最も頻発する解剖学的部位であり、アメリ力の救急患者の実に 2

が手の外科の対象患者で占められている。また、手は手根管症候群、狭窄性腱鞘

炎、テニス肘などの作業関連筋骨格系障害の好発部位であり、実に全作業関連筋

骨格系障害の6 4 を占め、その治療に要するコストの総額は2 7００億ドルに上るとの

試算もあり、また、その件数も年々増加傾向にある。これらの疾患は、しかしながら、

労働者にのみ発生するものではなく、主婦を中心に中高年の女性に頻発する。この

ため全体としては女性患者が男性患者の約3倍存在するとされる。最も頻度の高い

手根管症候群に関する最近の疫学研究によれば一般人口での発生率は成人の約2

7 とされており、年間の手術件数は全米で2０万件に及ぶ。

０００4 更に、手の外科は変形性関節症 (全米で7０００万人の患者がいると推計されてレ巧
) の発生が膝関節、股関節に続き3番目に多く、関節リクマチに代表き る炎症性関

節炎の発生頻度においてはもっとも高い部位である。

０００5 手の外科の手術には十分な知識と経験、高い治療技術を要求されるが、しかし、如

何に優れた手術を行っても手術後の後療法が適切になされないと期待する機能の

回復を実現する事はできない。後療法においてもっとも重要な事は術後の浮腫と喀



痛のコントロールである。手は外傷や手術にょり非常に腫れやすい部分であり、その

コントロールを怠ると靭帯や関節包の収縮、腱の癒着、神経の絞掘などを引き起こし

、重大な機能障害に陥る。また、循環障害の発生は早期に発見し、治療しないと組

織の壊死や筋の阻血性拘縮を生じ、廃用手となる。

０００6 この為、手の外傷後や手術後の治療においては如何に浮腫を制御しつつ、痩痛を

制御し、良好な循環を維持するかが重要であり、更に、拘縮の予防や機能の回復を

実現するためには早期の手指の自動運動も可能な限り実施させる必要がある。この

為受傷後或いは手術後早期の浮腫対策泣全て手の外科手術に共通する最も重要

な処置となっている。

０００7 浮腫コントロールに対する現在の治療法としては、受傷後或いは手術後早期の浮

腫コントロールのためのc o ess e b d ess 法が広く用いられている。

具体的には沢山のガーゼを厚く、均等に手の周りに置き、指間には循環を障害しな

い程度にガーゼを挟んで、その上を弾力包帯で緩く締める方法である。C o ess

e b d ess は適切に実施すれば手全体が均等に圧迫され、浮腫の形成を

抑制してくれる。更に、肘から手を心臓ょり高く保持する事で、静脈やリンパの還流を

しやすくすることで更に浮腫の消腿を促進する。加えて、c o ess e b d e

s 五 内での手指の自動運動を行わせ、これにょり血液やリンパ液の還流を更に活

性化させる。また、この方法を用いつつ、腕の挙上や手指の運動を促すための様々

な工夫が報告されている。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 ところで、従来のc o ess e b ㎏ d ess に辻以下に示す様々な欠点があ

る。

は) 圧迫がどの程度加わっているのか、均等に圧が分散しているのかが確認できな

い。また、装着当初に加えられた圧迫を長期間維持することが困難であり、緩んでし

まったり、逆に締まりすぎたりする。

( ) ガーゼが障害となって手指の運動がしにくい。

(3) 創部の観察ができず、炎症、循環障害などをモニターできない。



(叫温度管理ができず冷却、保温を必要に応じて行う事ができない。

(5) 腕を常に挙止しておかねばならず、患者が拘束される。

０００9 しかし、現時点ではc o ess e b ess に変わる方法が開発されてお

らず、これらの間題点を抱えたまま、本法が標準的治療手技として広く定着してレ巧
のが現状である。

０００ この発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、四肢の浮腫若しくは喀痛

を治療若しくは防止するための装置及び方法において、四肢を常に均一な圧迫状

態に置くことができる装置及び方法を提供することを目的とする。また、この発明の他

の目的泣、四肢の先端部の自由な運動を許容し、かつ創部の観察が簡単で炎症、

循環障害などをモニターできる装置及び方法を提供することこある。また、この発明

のさらなる他の目的は、四肢の治療方法に応じて、適切な温度管理、特に冷却、保

温を必要に応じて行う事ができる装置及び方法を提供すること こある。また、更なる

他の目的は、四肢を腕を常に挙止しておかなくても、必要なドレナージ効果を得るこ

とができ、患者を拘束する必要のない装置及び方法を提供すること こある。

課題を解決するための手段

００ 上記の課題を解決するためにこの発明によって提供される四肢用陽圧チャンバー

及びそれを用いた治療方法は、手の外科の手術後に手の状態を最良の状態で管理

するための簡便な環境コントロールシステムとして開発をされたもので、手以外にも足

にも適用可能なものである。

００12 基本的なコンセプトはデイスポーザブルタイプで、装着の簡便なチヤンバー内に空

気を還流し、術後に手全体を一様な陽圧下において管理するものである。従来の

p ess e b d ess では装着時に加えられた圧迫がその後も維持される

保証はなく、実際大きく変動していくが、この発明の四肢用陽圧チヤンバーでは常に

最適な陽圧を維持することにより術後に発生する四肢の腫脹を効率的に抑制し、痩

痛の軽減や拘縮の予防を実現することができる。

００13 この四肢用陽圧チヤンバー内では四肢先端部の運動は自由に行ぅ事ができ、これ

によりc o ess e ㎏ d ess 装着下では不可能であった完全な手指の運

動も可能である。また、各四肢には、末梢から中枢方向への流体の流れが印加・維



持されこれによりドレナージ効果を奏することができるため、従来の装置で静脈血やリ

ンパ液の還流を促進する目的で行っていた患肢を挙上位に保持する必要もない。さ

らに、従来の装置のよぅに、未梢側から順にもみ上げることや、間歓的に圧迫と弛緩

を繰り返すパンピングも必要ない。

「0 0 4 更に、空気の温度、湿度をコントロールする、或いは、経皮吸収性の薬剤を持続的

に投与する、といった事も可能となる。冷却は腫脹の抑制に極めて有効な手段である

が、c o essⅣe b d ess では厚いガーゼを超えて手を冷却できる有効

な冷却法は存在せず、活用が断念されてきた。しかし、本発明では、例えば、還流す
る空気の温度を調整してチヤンバー内を一様な温度に維持する事が可能であり、腫

脹に対する冷却療法、循環障害に対する保温療法など弾力的に活用できる。また、

廉価な素材より形成することができ、構造も簡単で量産化に適している。

「0 このような特性により本発明の四肢用陽圧チヤンバーおよびこれを用いた治療方法

・予防方法は、従来のb C o ess e ess 法に代わる手の外科手術後

の標準的管理法となり得るものであり、適応の対象は手の外傷後、手術後の全ての

患者である。

「0 0 6 一方で、作業関連上肢筋骨格系障害に含まれる疾患の多くは腱滑膜の腫脹がそ

の原因である事が知られているが、本発明によれば、皮下の浮腫だけではなく、腱滑

膜や靭帯などの深部組織に発生した浮腫も非常に効率よく消腿させることができる。

この特性により e e e S a 或 Wはc a e a a など

と総称される作業関連筋骨格系障害 (手根管症候群、狭窄性腱鞘炎などが含まれる

) においては術後のみならず、保存的治療にも応用可能である。腱や靭帯など深部

構造物の浮腫を消腿させる特性は、更に、手のリハビリテーションにおいても極めて

魅力的な特性であり、この分野でも広く応用する事ができる。また、下肢への応用で

注深部静脈血栓の予防効果も麒待でき、デイスポーザブルで携行性に優れる事こと

から、飛行機内でのエコノミークラス症候群の予防策など、医療機器以外の応用も想、

定できる。このよぅに極めて広範な適応が想定される。

「0 0 7 以上の目的及び効果を達成するために、この発明の第ェの主要な観点によれば、

外側シート部材と内側シート部材との間に区画された空間部に流体が満たされて膨



らむよう こなっている袋状の本体部を有し、この本体部は、流体が満たされた状態で

、前記内側シート部材で少なくともェつの四肢の外周を覆ぅことのできる形状及び大き

さに形成されており、

前記袋状部材の空間部に流体を満たすことで、前記内側シート部材に覆われた前

記四肢全体が陽圧状態に保持され、かつ、前記空間部に満たされた流体中で上記

四肢の先端部を四肢の他の部分とは独立的に動かすことが可能になっており、かつ

前記内側シート部材は、袋状部材の内部に満たされた流体及び 若しくは他の流

体を前記四肢先端部側から導入するための導入孔を有し、この導入孔から導入され

た流体を、四肢の外周と前記内側シート部材との間の隙間に沿ってこの四肢先端部

から離れる方向に流通するよぅに構成されてレ巧
ことを特徴とする四肢用陽圧チヤンバーが提供される。

００ 8 この発明の の実施形態によれば、前記袋状部材は、前記空間部に満たされた流

体中で前記四肢の先端部を動かした際にこの四肢の先端部を覆ぅ内側シート部材と

外側シート部材とが干渉しないよぅ十分な大きさの空間部が確保される寸法及び形

状で形成されている。

００ 9 また、他の の実施形態によれば、前記内側シート部材は、この内側シート部材か

ら前記空間部へ陥没するよぅに設けられ四肢のぅちの少なくともェつの先端部を収容

するための四肢先端部収容部をさらに有し、四肢先端部を前記四肢収容部に挿入し

た状態で、この四肢先端部を前記空間部に満たされた流体内で自由に動かせるよう

になっていることを特徴とするものである。また、この場合、前記四肢先端部収容部は

、四肢の先端部の形状に適合した形状を有するものである。

００2０ さらに、この発明の更なる別の の実施形態によれば、前記内側シート部材に設け

られた導入孔は、前記空間部と四肢先端部とを連通させるもので、前記空間部内の

流体を四肢先端部の周囲に導入するものであることを特徴とするものである。この場

合、前記内側シート部材に設けられた導入孔注、多数の微細孔であることが好ま 、

。また、前記内側シート部材に設けられた導入孔は、四肢先端部に対応する部位に

設けられた、流体透過性のシート部材であってもよい。



００2 この発明の更なる別の の実施形態によれば、さらに、前記空間部内の流体とは別

の流体を前記内側シート部材の前記導入孔を通して四肢先端部の周囲に導入させ

るための外部流体導入路を有することを特徴とするものである。

００2囲 この発明の更なる別の の実施形態によれば、前記外部シートには、前記袋状部

材の空間部に前記流体を導入するための流体導入口が設けられている。

００23 この発明の更なる別の の実施形態によれば、前記袋状部材は、前記内側シート

部材を内側にし、外側シート部材を外側にして折り畳むことで、前記内側シート部材

で四肢の外周を覆ぅよぅな形状に構成されており、折り畳んだ状態で、外側シート部

材の縁部同士を接合するためのファスナーが上記外側シート部材の前記縁部に設

けられていることを特徴とするものである。

００24 この発明の更なる別の の実施形態によれば、前記内側シート部材は、前記外側シ

ート部材よりも柔軟な部材で形成されており、かつ破けることを防止するのに十分な

強度で形成されていることを特徴とするものである。

００25 この発明の更なる別の の実施形態によれば、前記外側シート部材は透明部材で

形成され、その申に満たされね流体中での四肢先端部の動きを目視で確認できるよ

うになっていることを特徴とするものである。

００26 この発明の更なる別の の実施形態によれば、前記空間部内に満たされる流体は、

大気であることを特徴とするものである。

００27 この発明の更なる別の の実施形態によれば、前記他の流体は、ドレナージ用流体

であることを特徴とするものである。さらこ、前記ドレナージ用流体注、前記四肢の皮

膚を介して体内に投与するための薬物を含むものであることを特徴とするものである

００28 この発明の更なる別の の実施形態によれば、前記袋状部材の空間部に連通する

可境性のチューブと、前記チューブを通して前記袋状部材内に流体を導入するため

のボンプ装置をさら こ備え、前記ボンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた

流体の圧力は、前記四肢を前記流体内で保持するのに十分であり、かつ前記四肢

の正常な間質圧と平衡状態となる範囲の値であることを特徴とする四肢用陽圧チヤン

バーが提供される。



００29 この場合、前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力値は

2０ 以上弛緩期血圧未満であることを特徴とするものであることが好ましぃ。

また、この装置は、前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧

力を前記四肢用陽圧チヤンバーを動作させる全時間に亘り一定に維持するための

手段を有することがさらに灯ま 、

3０ この発明の

。

００ 更なる別の の実施形態によれば、さらに、前記袋状部材の空間部内の

圧力を所定の値に保持するための圧力調節弁を有する。

００3 この発明の更なる別の の実施形態によれば、さらに、前記四肢の皮膚と前記内側

シート部材との間に流体が流通するための隙間を確保するための部材を有する。こ

の場合、前記隙間確保部材は、前記四肢を前記袋状部材に適用する前に、前記四

肢に予め装着されるものであることが好ま 、。また、前記隙間確保部材は、前記内

側シート部材の前記四肢の外周に接する部分に固定されてぃるものであっても良ぃ

００32 この発明の更なる別の の実施形態によれば、さらに、四肢の外周と前記内側シー

ト部材との間の隙間に沿ってこの四肢先端部から離れる方向に流通した流体を回収

するための流体回収手段を有する。

００33 この発明の更なる別の の実施形態によれば、四肢の外科的手術後の浮腫及び痩

痛を制御するためのもの、作業関連筋骨格系障害に対する手術後管理を施すため

のもの、作業関連筋骨格系障害に対する保存的治療を施すためのもの、若しくは皮

膚を介した薬物送達に使用するためのものであることが望ま 、い 。

００34 この発明の第二の主要な観点によれば、四肢の障害を治療、改善若しくは予防す

るための方法であって、四肢の正常な間質圧と平衡状態である範囲の陽圧下に、前

記四肢の先端部を自由に動かせる状態で保持する工程と、ドレナージ用流体を前記

四肢に沿って前記四肢の先端部から離れる方向で流通させてドレナージを促進させ
る工程とを有することを特徴とする方法が提供される。

００35 この発明の の実施形態によれば、この方法は、四肢、四肢の先端部及び 若しく

は四肢の深部組織における浮腫及び 若しくは喀痛に対して適用することを特徴と

するものである。また、ェの実施形態におぃて、前記四肢の浮腫及び 若しくは痩痛



注、リンパ浮腫、手術後の腫脹、炎症若しくほ外傷による腫脹、関節リウマチや変形

性関節症による関節滑膜の腫脹、又泣点滴漏れによる腫脹、熱傷による腫脹、若しく

はエコノミークラス症候群による腫脹である。また、この方法は、受傷後若しくは手術

後に適用される。

例えば、このよぅな実施形態によれば、リンパや静脈血の還流促進を介して、関節

滑膜に生じた腫脹や炎症を速やかに沈静化させることができ、この作用により関節リ

ヴマチや変形性関節症にみられる関節炎症状を軽減させ、また、その発症を抑制す

ることができる。

００36 の実施形態によれば、この方法は、作業関連筋骨格系障害に対して適用されるも

のであっても良く、作業関連筋骨格系障害の保存的治療用に適用するものであって

も良い。この場合、前記作業関連筋骨格系障害泣、手根管症候群、狭窄性腱鞘炎、

若しくはテニス肘であっても良い。また、この方法は、作業前、作業中、及び 若しく

は作業後に適用することが好ま 、

7 の実施形態によれば、この方

。

００3 法注、深部静脈血栓の予防に対して適用されるもの

である。

００38 以上に記載されていないこの発明の他の特徴および顕著な効果は、以下の発明を

実施するための最良の実施形態の項で添付した図面とともに参照することで、当業

者によって理解することができる。

発明を実施するための最良の形態

００39 以下、本発明の四肢治療用陽圧チャンバーの一実施形態における構成要素につ

いて詳細に説明する。

００4０ 図ェは、この発明のこの実施形態における四肢用陽圧チヤンバーェの使用時の状

態を示す図、図2は、四肢用陽圧チヤンバーェを広げた状態を示す平面図である。

００4 1 まず、この四肢用陽圧チャンバーェは、外側シート部材2と内側シート部材3との間

に区画された空間部4に流体が満たされて膨らむよぅになっている袋状の本体部 (

本発明の袋状部材) を有する。この本体部5の内側シート部材3は、図ェのよぅに前記

空間部4内に流体にの実施形態では空気 ) が満たされた状態で、この内側シート部

材3で腕及び手の外周をその形状に台って覆ぅことのできるよぅに形成されている。



００42 そして、前記袋状部材5の空間部4 こ流体を満たすことで、前記内側シート3に覆わ

れた前記腕及び手全体を四肢の正常な間質圧と平衡状態である範囲の陽圧下 (2０

以上弛緩期血圧未満) に保持することができ、かつ、前記空間部4に満たさ

れた流体中で手の部分 (四肢の先端部)を腕の部分とは独立的に自由に動かすこと

が可能になっている。

００43 また、前記内側シート部材3の手に対応する部分には、本体部5の内部に満たされ

た流体を前記手側から導入するための多数の微細孔 (図ェには図示せず) が形成さ

れており、この微細孔から図 こ矢印はで示すように内側シート部材3を透過して手

の表面に導入された流体を、手及び腕の外周と前記内側シート部材3との間の隙間

に沿ってこの手から腕へと向かぅ方向 (図ェに矢印8 で示す方向) に流通するよぅに

構成されている。

００4咀 また、手及び腕と内側シート部材3との間に上記流体が流通する隙間を確保するた

めに、手及び腕にはストッキング状の隙間確保部材6が装着されている。

００45 上記外側シート部材 こは、上記本体部5内に流体を導入し、上記本体部5を膨ら

ませ手及び腕を陽圧状態に置くための導入口8aが設けられ、この導入口8aはチュ
ーブを介してエアコンプレッサ一9が接続されるようになっている。また、図に8bで示

すのは、圧力調整弁である。この調整弁8bによって、上記空間部4内は2０ 以

上弛緩期血圧未満の陽圧状態に正確に保たれるよぅになっている。

００46 上記本体部5の装着は、図2 こ示すように内側シート部材3と外側シート部材2とが

貼り合されてなる本体部5を隙間確保部材6が装着された手及び腕を挟むようにして

折り畳んで行ぅ。この状態でファスナ ０，皿を接合し、上記エアコンプレッサ一9を作

動させてこの本体部5を膨らませると、手及び腕の下側に位置する部分が図ェのよぅ

に空気枕のように機能し、手及び腕を一定の高刮こ保持するようになっている。

００47 このような構成によれば手及び腕全体を陽圧下に保持した状態で、手を自由に動

かすこと こよるボンプ効果と、本体部5内の流体を手及び腕の皮膚の表面に台って

手から腕へ向って流すこと こよるドレナージ効果とを得ることができる。これにより、手
及び腕の血流及びリンパの流れを活性ィヒすることができ、これにより、その腫脹や浮

腫を有効に低減若しくは予防することができる。



００48 以下、各構成要素の概念について詳しく説明する。

００49 (本体部)

本体部5はェアバッグ構造を有する。ここでいう「ェアバッグ構造」とは、その内空に

気体を充填可能なよぅに形成された袋状の構造をいう。例えば、同形の2枚のシート

、すなわち内側シート部材3と外側シート部材2を重ね合わせ、互いの縁部を貼り合

わせたものを、本発明の本体部5とすることができる。本体部5の材質は気密性の高

い材質であれば特に限定されないが、本体部5の材質の一部 は全部を透明性を

有するものとすることが好ま 、。本体部5の材質の一部又は全部を透明材料とすれ

ば、後に詳述するよぅに四肢の端部にの実施形態では手 (指) )を観察することが容

易となる。

００5０ さらに、本体部5の材質は柔軟性を有するものであることが好ま 、。外周を構成す

る外側シート部材2の材質としては、柔軟性を有しつつある程度強度がある材質、例

えば、ボリ塩化ビニル、示リェチレンテレフタレート(P )やドレッシング効果を備え

るボリウレタンフィルム、ハイドロポリマーなどを採用することができる。また、これらの

材質を組み合わせたものを採用してもよい。さらに、四肢の皮膚に接する領域、すな

わち内側シート部材3としては、外側シート部材2程強度が要求されないが、四肢の

外周に沿って吸着するよう こより柔軟である必要があり、また、四肢に所定の隙間を

介して接することから、例えば、示リウレタンフィルムなどの基材に吸水性の高いハイ

ドロコロイドを被覆したハイドロコロイド・ドいソシング材や、止血作用を備えるアルギン

酸塩を被覆したアルギン酸塩被覆材や、含水率の高いハイドロゲルを被覆したハイド

ロゲル・ドレッシング材や、ハイドロポリマーなどの創傷被覆材を使用してもよぃ。

００5 1 また、本体部5は前述したよぅにその空間部叫こ流体を注入するための流体導入口

8a及び圧力調整用の圧力調整弁8bが設けられている。なお、この圧力調整弁8bは

、上記ェアコンプレソサ一9やチューブ 2に設けられていても良い。なお、前記流体

導入口8aと圧力調整弁8bは対極の位置にあることが望ま 、。これにより、前記本

体部5内での流体の流通 (還流) が確実に確保される。

００52 本発明の四肢治療用陽圧チヤンバー を四肢に取り付ける方法は特に限定されな

いが、本体部5を四肢に捲回することや、本体部5を折り畳んで四肢を挟入することに



より、四肢に取り付けることができる。

００53 この場合、四肢用陽圧チヤンバェは、図2に示すよぅに、平面視で略扇形であって、

四肢の基部 (腕 ) に対応する部分から四肢の端部 (手) に対応する部分へ進むにつ
れて拡大する形状であることが好ましぃ。このよぅにすれば、後述するよぅに、四肢先

端収容部 3に包容された四肢の端部を自由に動かすための空間を確保することが

できるからである。さらに、かかる形状とすれば、後述のよぅに膨張した本体部5が四

肢の基部 (腕の部分)を挟持し、安定性を高めることができるからである。

００54 本発明の一実施態様では、本体部5を四肢へ取り付けた後に固定するための固定

手段を備える。固定手段としてほ、ベルトや面ファスナー、ジッパ一などにより構成す

ることができるが、図2の例では一対の面ファスナーェ０， である。

００55 四肢先端収容部)

前記内側シート部材3に杖ボケット状の四肢先端収容部 3が設けられてぃる。四肢

先端収容部 3は本体部5の空間部4内に陥没するよぅに例えば内側シート部材3の

一部で形成され、四肢の端部を包容するよぅこなってぃる。四肢先端収容部 3の形

状は、四肢の端部を包容可能であれば特に限定されなぃ。例えぼ、この例でほ図2

に示すよぅこ、手首から指先までの領域を包み込むポケット状とすることができる。こ

の四肢先端収容部 3をボケ、ソト状とするとき、開口部2０でのみ本体部5に連結して

ぃることが好ま 、い 。このよぅにすれば、本体 5の空間部4 こおぃて四肢先端収容

部 3に包容された四肢の端部の運動自由度が向上するからである。なお、この四肢

先端収容部 3泣、このよぅな形状に限定されるものではなく、陽圧下で四肢先端 (手
)を墓部 (腕 ) とは独立して動かせるよぅな形状であれば良ぃ。

００56 四肢先端収容部 3の材質は、本体部5の内側シート部材3と同一の材質としても良

ぃが、本体部5の材質よりも伸縮性の高ぃ材質を採用してもよぃ。四肢の端部の運動

自由度の向上に寄与するからである。

００57 前述したよぅに、本体部5の空間部4には、流体が満たされた状態におぃて、本体

の外側シート部材2との間に、四肢先端収容部 3に包容された四肢の端部を自

由に動かすことのできる空間が設けられてぃることが好ま 、(図 参照)。自由に動

かすことのできる空間とは、手を動かした場合でも、それが外側シート部材2と干渉し



てその動きが妨げられることのないよぅな空間である。本体部5の空間部4の領域を十

分確保すること こより、かかる空間を形成することができる。具体的には、膨張状態に

おいて、四肢先端収容 3の開口部2０と、これに対向する本体部5の外側シート部

材2内面との距離を、包容する四肢の端部の先端から開口部2０までの距離よりも大

きくすることにより形成することができる。

００58 本体部5が、四肢に捲回されるような構成において内側シート部材3に四肢先端収

容部 3を設けた場合には、その他の部分の内側シート部材3で腕の部分を安定的

に固定することができ、手の部分だけを手首を軸にして自由に動かすことができる構

成となる。このことで手首の位置が決められるから、本体部5内で手を動かしたときに

、外側シート部材2を傷つけたり、またほ、外側にある物体と手がぶつかって手が損

傷する等のアクシデントを避けること出来る。また、四肢全体が適度なェア久ソション

効果により好適に支持されることとなる。例えば、空間部4を構成する内側シート部材

3の内面とこれに対向する外側シート部材2の内面との距離は例えば、 ０～2０c と

することができる。

００59 本発明の一実施態様では、四肢先端収容部 3には、本体部5の空間部4へと連通

する多数の微細孔2 が設けられている。このようにすれば、本体部5の空間部4内の

流体が微細孔2 を通じて手に透過し、腕の方へと流通するれ巧流れが生成され、

皮膚近傍の血流やリンパの流れを活性ィビできる、いわゆるドレナージ効果を得ること

ができると共に、四肢の端部で発生する汗や創部から放出される浸出液を排出する

ことができる。なお、この四肢先端収容 3 自体の材質を多孔質な液体透過性のも

ので構成しても良い。

００6０ この実施形態では、内側シート部材 (四肢先端収容部 3) と四肢との間に、空気

流が流れる空間を形成するための隙間確保部材6を備える。内側シート部材3と四肢

との間に空気流の流路が確保されることこより初めてドレナージ効果が得られること

になる。隙間確保部材6は、四肢へ着脱自在に取り付けられる弾性繊維部材又泣網

状構造を有する部材により形成することができる。弾性繊維部材として、ナイロン繊維

、ボリウレタン繊維などの合成繊維、綿、羊毛などの天然繊維、又はこれらを組み合

わせたものを採用できる。例えば、ナイロン繊維製のストッキングをここでの隙間確保



部材6として使用することができる。

００6 なお、この隙間確保部材6は、四肢に装着するものではなく、内側シート部材3にこ

のような材質を貼り付けておくことで構成してもよぃ。

００62 なお、隙間確保部材6は四肢の端部 (手)から基部 (腕 ) の全体を包容することが好

ましく、少なくとも前記隙間確保部材6が、前記本体部5から外部にはみだしてぃるこ

とが好ま 、い 。これにより、四肢の先端部から外側に至るまで連続した空気流路が形

成され、これにより四肢の皮膚に沿って流通した流体が外部に排出されるからであり

、確実なドレナージ効果を得られるからである。

００63 この四肢用陽圧チヤンバーェは、様々な用途に使用することができ、その用途に応

じて様々な付加装置と共に使用することができる。

００64 例えぼ、この四肢用陽圧チャンバーェは、リンパ浮腫、手術後の腫脹、炎症若しくは

外傷による腫脹、関節リウマチや変形性関節症による関節滑膜の腫脹、又は点滴漏

れによる腫脹、熱傷による腫脹を有する四肢の端部に対して 亥浮腫又は腫脹を消

失させることに使用される。また、作業関連筋骨格系障害に対する手術後管理、や作

業関連筋骨格系障害に対する保存的治療を施すために使用される。

００65 ここで、例えば、四肢端部に熱傷による腫脹を伴う場合には、温度調節装置及び湿

度調節装置を備えることが好ましぃ。温度調節装置及び湿度調節装置により四肢端

部の温度及び湿度を適切な状態とすることができるからである。また、作業関連筋骨

格系障害の保存的治療の用途におぃては、この四肢用陽圧チヤンバーは、作業開

始前、作業中、もしくは作業後に適用することが好ましぃ。

００66 また、本発明の四肢治療用陽圧チヤンバーェは四肢の腫脹や浮腫に伴ぅ痩痛を緩

和することに使用される。

００67 さらに他の用途としては、本発明の四肢治療用陽圧チヤンバーェは四肢の端部に

おける皮膚質の改善に使用される。さらこ他の実施態様では、四肢の痩痛の緩和に

使用される。

００68 また、この四肢用陽圧チヤンバーェは、例えばェコノミークラス症候群による四肢血

栓を防止するために用ぃることができる。

００69 さらに、この四肢用陽圧チヤンバーェは、所謂ドラッグデリバリーに使用することがで



きる。例えば、上記した種々の治療と共に、治療に必要な薬剤を前記チューブ 2の

途中でミスト状にして導入することこよって、その薬剤を経皮投与するよぅ[こしても良

い。すなわち、この場合、空間部 こ一且満たされたミスト状の薬剤は前記四肢先端

収容部 3に設けられた微細孔2 から四肢の先端部に投入される。これにより投入さ

れた薬剤は四肢の皮膚に沿って流通しその間に経皮吸収されていく。また、上記四

肢の腫脹や浮腫等の治療の目的ではなく、四肢治療に関係しない薬剤を経皮投与

することのみを目的としてこの装置を使用しても良い。

００7０ また、上記一実施形態でほ、四肢の表面に導入されドレナージ効果を奏する液体

な、空間部4 こ満たされた流体を四肢先端収容 3に設けられた微細孔2 を通し

て導入されるものであったが、これに限定されるもので注ない。例えば、四肢先端収

容部に直接チューブを接続し、このチューブを通して四肢用陽圧チヤンバーの外部

からドレナージ用の流体を導入しても良い。この場合、ドレナージ用流体は、空間部

4に満たされる流体と同じであっても良いが異なる種類のものであってもよい。また、

前記四肢先端収容ｧ 3に直接チューブを接続してドレナージ用流体を投入する場

合に牡、四肢先端収容部に前記微細孔2 を設けず前記空間部4内の流体が四肢

の表面に導入されないようにしても良い。

００7口 この場合、ドレナージ用流体泣、所定の薬剤を含有する流体であっても良い。当該

ドレナージ用流体や薬剤を回収するために、四肢の基部 (腕 ) の部分に当該薬剤回

収用のチューブを取り付け、このチューブで所定の圧力でバキュームすることによっ
て四肢の表面に流通したドレナージ用流体を強制的に回収すると共にドレナージ効

果を促進するよぅにしてもよい。

００72 以下に本発明の実施形態の実際の適用例について説明する。

実施例

００73 本発明の一の実施例である四肢治療用陽圧装置の構成を表わす模式図を図3に

示す。

００74 この四肢治療用陽圧装置は、四肢治療用陽圧チヤンバーしェアコンプレッサ一9

、チューブ 2、温度調節機37、加湿機 4、温度センサー 5、湿度センサー 6、コ

ントローラー 7から構成される。



００75 まず、本装置ェの概略を説明する。エアコンプいソサ一9注チューブ 2を通じて本

体部5へ加圧空気を注入可能なよぅに接続されている。チューブ 2に尚温度調節機

37が接続されており、チューブ 2内を通過する加圧空気を冷却することができる。ま

た、チューブ 2には加湿機 4が接続されており、チューブ 2内を通過する加圧空

気を加湿することができる。さらにチューブ 2に牡温度センサー 5、湿度センサーェ

6が接続されている。両センサー 6はチューブ 2内を流れる加圧空気の温度と

湿度を検出する。両センサー 5 6 検出したデータをコントローラー 7へ転送す
る。コントローラー 7ほ温度調節機37、加湿機 4を制御する。なお、温度調節機37

、加湿機 はエアコンプレッザ一9の空気取り込み側に設けることもできる。

００76 また、加湿器 4と四肢用陽圧チヤンバーェとの間 こま、例えば経皮投与のための

薬品を保持しこの薬品をミスト化して加圧空気に混入させるための薬品保持部 9が

取り付けられている。

００77 図4は、四肢用陽圧チヤンバーェの平面図である。

００78 この実施例では、内側シート部材3泣半透明の塩化ビニル製、外側シート部材2泣

無色透明の塩化ビニル製となっている。内側シート部材3の形状と外側シート部材2

の形状とはともに略扇形であって、その長円弧部に相当する上縁部 aと、短円弧部

に相当する下縁部 bと、縁部 c、縁部 を備える。内側シート部材3と外側シート部

材2は各縁部 a～ で熱圧着により張り合わされてぃる。これにより、本体部5 こ気

密状態の袋状の空間部 (図 参照) が形成きれるよぅになってぃる。

００79 内側シート部材3は、縁部 c寄りの略中央部にボケット状の四肢先端収容ｧ1 3を

備える。四肢先端収容部 3は開口部2０を有する。四肢先端収容部 3は空間部 こ

陥没するよぅに、開口部2０の縁部で内側シート部材3に連結している。四肢先端収

容部 3の大きさは手の大きさよりも十分大きく、その形状は平面視で、手の形状に合

わせて、親指部と残りの4つの指部との二つの部分からなる。四肢先端収容部 3の

先端には空間部4と連通する多数の微細? 2 が所定の間隔で複数設けられている

。一方、外側シート部材 こは、前述した空気注入口8aを備える。前記空間部4へ加

圧空気を注入できるよぅに、空気注入口8aはチューブ 2へ接続されるよぅになってい
る。



００8０ さらに外側シート部材2は縁部 工d側に一方の面ファスナー ０が設けられ、縁部 c

側には内側シート部材3から延設きれた他方の面ファスナー が設けられている。こ

れら一方及び他方の面ファスナーェ０，皿を接合するよぅこ本体部5を折り畳曲ことで

腕及び手を覆ぅことができるよぅになっている。

００8 また、腕及び手に装着される隙間確保部材6は、図 こ示すよぅなもので、例えばス

トッキングのよぅなナイロン繊維織物で形成され、腕及び手と内側シート部材3との間

に空気流通用の隙間を確保するために予め手及び腕に装着される。

００82 四肢用陽圧チヤンバーェの腕への取り付け方法を示す模式図を図6 ～Cに示し、

その実際の状態を図7 ～Gに示す。

００83 まず図6 (図7 )に示すよぅに、開口部2０から四肢先端収容部 3内へ手を挿入

する。続いて、本体部5を縁部工d側から縁部 c側へ折り畳んで腕を挟み、面ファスナ

ー ０と皿とを貼り合わせる (図6 、図7B参照 )。その後、ェアコンプレッザ一9により

空気注入口8aから空間部4へ空気を注入する。これにより空間部4は空気で満たさ

れ、本体部5は膨張状態となる (図6C、図7C及び 参照)。一旦空気が満たされると

、四肢先端収容部 3に形成された微細 2 から空間部内の空気が手の方に透過

し、ドレナージ用に腕の方に抜けていきが、内部圧力が所定の陽圧 (2０ 以上

弛緩期血圧未満) に保たれる。エアコンプレッザ一の流量は、例えぼ、ドレナージ用

に使用する流体の量に応じて前記空間音 4 内を上記の圧力を保つために適当な量

に決定され、例えば、この実施例でほ毎分約3リットルに設定されている。なお、上記

で説明したよぅこ、より正確に空間部4内の圧力を制御するために圧力調整弁8bを

設けるよぅにすれば、制御泣非常に簡単になる。

００84 図6Cにおける 線縦断面図を図8 、 及び こ示す。図8 に示すよぅに、本体

部5が二つに折り畳まれることによって空間部4は手の甲側の空間部4aと手の掌側の

空間部4bとに分けられる。腕の表面に沿ってドレナージ用の流体が外部に排出され

よぅに流通しているから、前記内側シート部材3は腕の表面に吸着している状態であ

り、それにより腕全体が本体部5内でその位置で固定されている。

００85 一方四肢先端収容部 3に包容された手は、上記と同様の理由で内側シート部材3

が手に張り付いた状態となっているが、四肢先端収容部 3 自体が固定されていない



ので、手は陽圧下で自由に動かすことができる。

００86 図8 に示すように、膨張状態において、開口部2０とこれに対向する外側シート部

材2との距離d は、手の長さ (申指先端から手首までの距離) d2よりも大きい。空間

部4bには空気が充填されており、手の動きを妨げることがない。これにより手やその

指を自由に動かすことができる (図7 及び を参照)。

００87 また、図8C及び図7Gに示すよぅに手の甲が下側となるようにチヤンバーェ全体を回

転させれば、腕は内側シート部材3を隔てて空間部4bの上に配置されることとなる。

００88 このような四肢用陽圧チヤンバーェ こよれば以下の効果を奏する。

００89 このチヤンバーェ作動させることにより、手と腕とを含む四肢全体が均一な陽圧下に

置かれる状態となる。この圧力は水深 程の圧力であり、四肢の正常な間質圧と平

衡状態であり、手や腕；巧っ血することはない。

００9０ そして、この陽圧下で、手を自由に動かすことができるから、ボンプ効果により末梢

の血流及びリンパの動きを活性化することができる。そして、手の先端から空間部内

の空気を透過させて手の皮膚表面に沿って腕の方 (末梢から中枢) に向かって流す

ことで腕の皮膚に振動を与え、皮膚近傍の末梢血流及びリンパの動きお活性化する

ことができる；屯、上記手の動きによるボンプ効果と相まって効果的なドレナージ効果

を得ることができる。

００9 1 これにより、腫脹や浮腫を効果的に防止することができる。

００92 なお、従来のガーゼと弾力包帯を用いた圧迫では、手を動かすと圧迫状態が変化

し腫脹や浮腫の防止効果が低下するおそれがあった。また、あまりきつく圧迫しすぎ

ると欝血等生じてしまぅおそれがあった。これに対して、本装置では、四肢の先端 (手
)を自由に動かしてもその一定の陽圧下に置かれていることは変化しないので腫脹

や浮腫の防止効果が低下しない。また、患者は手を固定されることの苦痛から開放さ

れることとなる。

００93 さらに、図8C (図7G) に示すよぅに、掌を上側に向けた状態において腕は上側の空

間部4bと下側の空間部4aの間に位置する。この場合、下側の空間部4aはエアクッ
ション効果を奏し、これにより、腕は適度な反発力により安定した状態で支持されるこ

とになる。その結果、患者がべッドに横たわった状態においても、腕泣安定した状態



となりチヤンバー を取り付けた患者への負担が軽減される。なお、チヤンバー の形

状は略扇形であって、腕の基部 (下縁部 b)から手に進むにつれて拡大する形状で

ある。これにより、手近傍に広い空間部4が形成されることとなり、手の指や手関節が

自由運動する領域が確保されている。さら こ腕の基部では、空間部4が手近傍に比

べて小さくなっているため、基部が安定して扶持されている。

００9月 本チヤンバー の四肢先端収容部工3は手の大きさよりも十分大きい。そのため、取

り付け時において、手を四肢先端収容部 3へ挿入する際に手への物理的な干渉が

極めて小 、刮 。これにより、物理的な千渉に極めて敏感な術後の創部を有する腕にも

好適に使用することができる。加えて、本体部5を二つ折りにして腕を挟こんだ後に

膨張状態にして取り付けるため、腕の基部に対しても物理的な干渉が少なく、術後の

創部を有する腕に好適に使用することができる。

００95 さらに、本体部5ほ透明若しくは半透明の内側シート部材3及び外側シート部材2で

構成される。従って、チヤンバー を取り付げた状態でも、腕及び手を容易に観察す

ることができる。加えて上述のように手は自由に動かすことができるため、チヤンバー

ェを取り付けた状態で観察することがさらに容易となっている。

００96 また、上記装置によれば、疾患、術後の状態に応じて付加的な機能を奏することも

可能である。

００97 すなわち、本チヤンバー工は温度調節機37を備える。温度調節機37はエアコンプ

レソサ一れから送り出される加圧空気を冷却することができる。これにより、術後の手

における創部の腫脹の防止に寄与する。また、チヤンバー は加湿機 4を備える。

加湿機 4はエアコンプレッサ一9から送り出される加圧空気の湿度を高めることがで

きる。これにより、空間部23から隙間確保部材6を通じて腕の基部近傍へ流れる空気

流によって生じるおそれのある、創部の過度の乾燥を防止することができる。なお、温

度調節機37及び加湿機 の動作状態は、コントローラ によって制御される。コ

ントローラー は温度センサー 5及び湿度センザー 6が検出したデータに基づき

、温度調節機37及び加湿機 4をオンノオフするためのプログラムが組み込まれて

いる。このプログラムはチヤンバー を使用する四肢の状態 (腫脹や浮腫の発生の有

無や進行度合い、或いは創部の治癒の程度)や、外気の温度 ，湿度を鑑みて任意に



設定することができる。

００98 また、この装置には、薬剤保持部 9が設けられている。この薬剤保持部 9に薬剤

を保持することで、この薬剤保持部 9は薬剤をミスト化して本体部5に導入する空気

流に混入させることが可能になっている。空気流に混入された薬剤は、上述したよぅ

に、手の先端部から腕の方向に向かって流通し、その間に経皮吸収されるよぅになっ
ている。

００99 チヤンバー では、膨張状態となった後もエアコンプレソサ一9 こよる加圧を連続的
こ 〒ったが、周期的に加圧しても良い。周期的に加圧することこよって手に脈動を与

えることができる。脈動を与えれば、ドレーン効果を高めることができる。加えて、腕の

血流やリンパの流れを促進させることができる。なお、この脈動は特別な装置を取り

付けなくても、前記エアコンプレッサ一が発生する振動によって与えられるものであっ
ても良いし、又、微細なバブルを破裂させることにより超音波振動を与えても良い。

０1００ 本装置ェでは本体部5を腕に取り付けたが、取り付け部位は腕に限定されず、四肢

のいずれでもよい。中でも脚に取り付ければ、その血流やリンパの流れを促進するこ

と こより、深静脈血栓の防止効果を奏する。深静脈血栓は、例えば、長距離移動中

の航空機内や列車内などの限られた空間内で脚を自由に動かすことができない場

合に発症するおそれがある。本装置は携帯性及び可搬性に富んでいるため、このよ

ぅな限られた空間においても好適に使用することができる。

００1 本実施例では、本チヤンバー は本体部を一つ備えるが、これに限定されない。例

えば、複数の本体部を備えており、各本体部を加圧可能な四肢治療用陽圧装置とし

ても良い。このようにすれば、複数の四肢に対して同時に本装置を使用することがで

きる。また、本体部5をディスポーザブル (使い捨て) とすることもできる。このようにす

れば、衛生面での信頼性が増すこと こ加え、本装置の生産コスト面でも有利となる。

００2 また、本実施例で泣、本チヤンバー を術後の創部を有する腕に使用したが、これ

に限定されず、術後さらに時間が経過した四肢のリハビリテーションを目的として使用

したり、創部を有さない四肢に対して腫脹や浮腫の予防を目的として使用することが

できる。

０1０3 また、この発明け上記一実施例に限定されるもので杖なく、発明の要旨を変更しな



い範囲で種々変形可能である。

０1０4 例えぼ、上記一実施形態において、本体部を手及び腕に装着し固定するのに面フ

ァスナーを用いていたが、これに泣限定されない。例えぽ、図 、Bに示すように、

ジ、ソパ一を用いて、三辺全てを閉じるよぅにしても良い。このことにより、内側シート部

材3が外部に露出することを完全に防止でき、この内部シート3を保護できると共に、

空間き 4内の圧力維持効率を高くすることが期待できる。

００5 なお、図 はこの実施例の四肢用陽圧チヤンバーェを内側シート部材3側から見

た図、図 は外側シート部材2から見た図である。この例では、前記四肢先端収容

部 3は、前記内側シート部材3の一部を折り畳んで作成され、その折り畳んだ部分

を手の形に加工することでボケット状の四肢先端収容部 3を形成している。また、こ

の実施例では、左右両方の腕に対応できるよぅに、上記四肢先端収容部 3は親指

の入る部分が左右両方に形成されている。

００6 また、図皿に示すよぅな形状の四肢用陽圧チヤンバー5 であってもよい。すなわち

、上述した例でほいずれもシート状の部材を腕に巻回することで、装着していたが、

空間部4 こ流体を導入し膨らませることで、図 2に示すよぅな形状に膨張するように

構成されているものであっても良い。

０1０7 このような四肢用陽圧チヤンバーを用いる場合には、内側シート部材3で構成きれ

る四肢先端収容部 3に予め手及び腕を挿入した状態でこのチヤンバーェ内に流体

を導入することで、手及び腕を陽圧下に置くことができ、かつ、手の部分を自由に動

かすことが可能になる。

０1０8 さらに、図 2に示したのは、四肢に対して経皮ドラッグデリバリーを行える実施例で

ある。この例では、四肢先端収容部 3に直接ド東ソクデリバリー用のチューブ23を接

続し、このチューブ23を通して四肢用陽圧チヤンバーの外部に設けられた薬剤供給

部24から薬剤を導入する。この場合、この薬剤がドレナージ用流体を兼ねるので、前

述した微細 2 は設ける必要はない。

００9 また、この例では、前記内側シート部材3の腕に対応する部分に経皮吸収されなか

った余剰の薬剤を回収するための薬剤回収用チューブ25を取り付けている。このチ

ューブ25を通し吸引装置26で所定の流量若しくは圧力で四肢と内側シート部材3の



間を扱引することで、薬剤を皮膚に沿って流通させると共に、この薬剤の空中への飛

散を防止することができる。

０1 1０ また、図 3、図凹に示したのは、四肢として足に適用することのできる四肢用陽圧

チヤンバー2 8の例である。図 3泣、装着前の展開した状態を示す平面図、図 4は

、装着した状態を示す縦断面図である。

０111 この例でも内側シート部材2 9と外側シート部材3０とを貼りあわせてその間に空間

部3 を構成する袋状の本体部3 2を有する。このチヤンバーは左右対称に形成され

、その申央部に足を位置させて折り畳み、ジッパー3 3でその縁部を接合することで

足に装着する。このとき、足にはストッキング状の隙間確保部材34が装着されて 巧

０ 12 そして、空気導入口3 5からエアを空間部3 に導入してこのチヤンバーを膨らませ
る。前記内側シート部材2 9は例えぼ薄い塩ィヒビニールビシートで形成されており、か

つ、足の先端部に対応する位置に空間部内の流体を足の先端部に導入するための

多数の微細孔3 6が設けられている。このことで、ドレナージ用の流体が足の先端から

脚の方に向かって、上記隙間確保部材によって確保された隙間に沿って皮膚の表

面を刺激しながら流れ、最終的には外部に排出される。

０113 また、このようにドレナージ用の流体が流通することから、内側シート部材2 9は、図

4に示すように、足及び脚の表面に張り付き、足および脚をその位置で保持する。ま

た、足及び指の部分ほ、内側シート部材と外側シート部材との間に確保された空間

部3 内で所定の陽圧下で保持され、動かすことが可能である。ここで、足は手と比較

して可動性が小さく挟み込れ形態であっても十分な可動性が確保できるため、手に

用いる場合に比べ空間ほ少なくてもよい。

０1 4 空間部3 内の流体はこの実施形態ではエアコンプレソサ一によって導入され、そ

の流量は、上記ドレナージを行っている状態で陽圧 (2０ 以上弛緩期血圧未

満) こ保たれる量に決定される。

０115 このような構成によれば、足及び脚に対しても適用可能な四肢用陽圧チヤンバーを

得ることができる。

０1 6 なお、この足の例でほ、四肢先端収容部は設けられていないが、手の例と同様に



足を挿入するためのポかソト状の四肢先端収容部を内側シート部材2 9に設けてもよ

い。また、逆に、手の例においても、手の動きが確保できる限り、四肢先端収容部は

必ずしも必要ではない。

０ 17 次に、本発明の臨床例について説明する。

０118 (臨床例 )

狭窄性腱鞘炎により手が全体的に腫れ、指の関節が硬くなった患者に対して、外

科医による十分なインフオームドコンセントを行った後、最初の実施例にかかる本装

置ェを当該患部 (手指) に適用した。

０1 9 この臨床例においては、本体部にエアコンプレッサ一が直接取り付けられ、加熱装

置や加湿装置、薬物保持部が取り付けられていない状態で、本装置を適用した。

０12０ 本装置ェ適用前における患部の状態を図gA～Cに示す。本装置 を取り付けた患、

者の手指の状態を図g 、 に示す。本装置ェ適用後における患者の手指の状態を

図g 、 に示す。図g に示すよぅに、患者の手指はびまん性に劃長している。更に

図9 、Cに示すよぅに患者の手指は腱鞘の肥厚により屈曲が制限されており、その

傾向は中指で最も顕著である。患者の手指の可動域は、他動可動域、自動可動域と

もに、申指を中心に手指の全体で制限されている。かかる手指に対して本装置ェを適

用した。

０ 2 図g こ示すように、加圧状態のチャンバー工内で患者の手指全体が均一に圧

迫された状態で自由に動かすことができる。チヤンバーェ内で手指の屈曲伸展を ０

分間繰り返したところ、チャンバー 内において手指の自動可動域が拡大したことが

確認された。チヤンバーェ内で更に2０分間手指の屈曲伸展を繰り返した。図9 、

に示すよぅに、チヤンバー ０内で合計3０分間の手指の屈曲伸展を繰り返した直後

の状態において、手指から腫脹が消失しており、手指を完全に屈曲させることが可能

となった。このように本装置 をかかる症状の手指に適用すれば、簡便な操作により

短時間で、その腫脹を消失させることができる。即ち、本装置 こよれば、効率的で

且つ極めて高い腫脹治療効果を奏する。特にリハビリの際に使用することで高い効

果が得られる。

０122 本例でほ、本装置ェを適用する以前の上記患者の手指の皮膚は、緊満感を伴って



腫脹し、光沢を伴って雛が消失していた。これにより手指は限局性強皮症に類似した

ソ一セージ様となり、指節間関節は何れも屈曲位をとり、伸展、屈曲ともに制限されて

いた。このような手指に本装置ェを適用することにより、手指の皮膚の性状は正常とな

り、関節拘縮も消失した。

０123 (臨床例2)

手に点滴漏れによる腫脹が見られる患者に対して、外科医による十分なインフオー

ムドコンセントを行った後、本装置ェを当該患部 (手) に適用した。本装置 適用前に

おける患者の症状泣以下の通りである。患者は貧血改善のためにフェジンの投与を

受けている最申に左手の手背から手関節背側にかけて点滴漏れを生じた。これによ

り、左手は手背から指にかけてびまん性に腫脹し、著しい熱感、喀痛及び発赤を認

め、指の屈曲も制限されていた。冷却と鎮痛剤の投与を行ったが改善は見られなか

った。本装置 こよる圧迫下で自動運動を開始すると、患者は痛みの軽減を自覚し

た。本装置ェ適用2 日目には手指の運動も顕著に改善した。本装置ェの適用から5 日

目までにおける、左手の指の周囲径と右手の指の周囲径と差の変化を図 5 に示す。

図 5に示すように、左手の第ェ指 (母指)から第5指 何、ォ旨 の全ての指でその周囲径

は減少し、左手の腫脹が急速に消腿したことが分かる。本装置ェ適用5 日目には手背

から手指の腫脹はほぼ消失し、指の完全屈曲も可能となった。さらに、本装置ェを装

着することにより患部の痩痛が緩和された。このように手指における点滴漏れによる

腫脹に対して本装置工を適用すれば、かかる腫脹が消腿する。さらこ患部の痩痛が

緩和された。

０124 作業関連上肢筋骨格系障害に含まれる疾患の多くほ腱滑膜の腫脹がその原因で

ある事が知られているが、上記2つの臨床例によれば、皮下の浮腫だけではなく、腱

滑膜や靭帯などの深部組織に発生した浮腫も非常に効率よく消腿させることができる

ことがわかる。これは、手を動かすことによって滑膜を圧迫することが可能となり、血管

がない深部組織における浮腫を押し出すことができるためである。

０125 この特性により、本発明は、 e e e S a 団 或いはc a e a

a 団 などと総称される作業関連筋骨格系障害 (手根管症候群、狭窄性腱鞘

炎などが含まれる) においてほ術後のみならず、保存的治療にも応用可能である。腱



や靭帯など深部構造物の浮腫を消腿させる特性は、更に、手のリハビリテーションに

おいても極めて魅力的な特性であり、この分野でも広く応用する事ができる。また、下

肢への応用では深部静脈血栓の予防効果も期待でき、デイスポーザブルで携行性

に優れる事ことから、飛行機内でのエコノミークラス症候群の予防策など、医療機器

以外の応用も想定できる。このよぅに極めて広範な適応が想定される。

また、この四肢用陽圧チヤンバーは、女性を中心に手指に発生する変形性関節症

を予防及び治療すること こ適用可能である。変形性関節症は、6０歳以上では3 以

上の人にみられ、年齢と共に急速に発生率が上昇するものであるが、その初期に関

節の腫脹 (関節炎、関節リウマチ)を軽度に認める例が非常に多く、この四肢陽圧チ

ャンバーによればその部分の腫れを除去することが可能であり、このことこよって、変

形性関節症の予防が可能である。変形性関節症は関節リウマチの少なくとも数十倍

の患者を認めることができるが、この装置によれば、リンパや静脈血の還流促進を介

して、関節滑膜に生じた腫脹や炎症を速やかに沈静化させることができ、この作用に

より関節リウマチや変形性関節症にみられる関節炎症状を軽減させ、また、その発症

を抑制することができるものである。

図面の簡単な説明

図 図ェは、本発明の一の実施例である四肢用陽圧チャンバーの使用時の状態を

示す図である。

図2 図2は、同、四肢用陽圧チャンバーを広げた状態を示す平面図である。

図3 図3は、同、四肢用陽圧チヤンバーの機能構成を示す模式図である。

図4 図4は、同、四肢用陽圧チヤンバーの使用前の状態における平面図である。

図5 図5は、同、四肢用陽圧チヤンバーに使用する隙間確保材の斜視図である。

図6 図6 、図6 、図6Cは、同、四肢用陽圧チヤンバーの装着工程を示す模式図

である。

図7 図7 ～Gは、同、四肢用陽圧チヤンバーの装着工程を示す図である。

図8 図8 ～C杖、図6Cにおける、 線縦断面図である。

図9 図gA～C泣、同、四肢用陽圧チヤンバー適用前の患者における手指の状態を

示す。図g 、Eは、同、四肢用陽圧チヤンバーを取り付けた患者の手指の状態を示



す。図g 、Gは、同、四肢用陽圧チヤンバー適用後の患者における手指の状態を示

す。

図1０図 A、Bは、同、四肢用陽圧チヤンバーの変形例の使用前の状態における

平面図である。

図1 図皿は、同、四肢用陽圧チャンバーの変形例の使用前の状態におげる斜視

図である。

図12 図 2は、同、四肢用陽圧チヤンバーの変形例の使用時の状態を示す図であ

る。

図13 図 3は、本発明の他の実施例である四肢用陽圧チャンバーを広げた状態を

示す平面図である。

図14 図 4は、本発明の他の実施例である四肢用陽圧チャンバーの使用時の状態

を示す図である。

図15 図 5は、指周囲径の変化を示すグラフである (縦軸を周囲径の差 ( )とし、

横軸む治療開始からの時間 ( 日) とす勧

符号の説明

ェ…四肢用陽圧チヤンバー

a ・‥上縁部

b …下縁部

c・‥縁部

…縁部

2 …外側シート部材

3 …内側シート部材

4 …空間部

4a・‥空間部

4b…空間部

5 …袋状部材

6 隙間確保部材

8a 流体導入口



8b 圧力調整弁

9 …ェアコンプレソサ一

０…一方の面ファスナー

皿…他方の面ファスナー

2 チューブ

3 …四肢先端部

…加湿機

5 温度センサー

6 湿度センサー

7 …コントローラー

9 …薬品保持部

2０…開口部

2 …微細孔

23…チューブ

24…薬剤供給部

25…薬剤回収用チューブ

26…奴引装置

28… 四肢用陽圧チヤンバー

29… 内側シート部材

3０ 外側シート部材

3 …空間部

32 本体部

33 ジ、ソパー

34…隙間確保部材

35 空気導入口

36 微細孔

37 温度調節機



請求の範囲

外側シート部材と内側シート部材との間に区画された空間部に流体が満たされて

膨らむよぅになっている袋状の本体部を有し、流体が満たされた状態で、前記内側シ

ート部材で少なくともェつの四肢の外周を覆ぅことのできる形状及び大きさに形成され

た袋状部材を有し、

前記袋状部材の空間部に流体を満たすことで、前記内側シート部材に覆われた前

記四肢全体が陽圧状態に保持され、かつ、前記空間部に満たされた流体中で上記

四肢の先端部を四肢の他の部分とは独立的に動かすことが可能になっており、かつ

前記内側シート部材注、袋状部材の内部に満たされた流体及び 若しくほ他の流

体を前記四肢先端部側から導入するための導入孔を有し、この導入孔から導入きれ

た流体を、四肢の外周と前記内側シート部材との間の隙間に沿ってこの四肢先端部

から離れる方向に流通するよぅに構成されている

ことを特徴とする四肢用陽圧チャンバー。

2 請求項ェ記載の陽圧チヤンバーにおいて、

前記袋状部材は、前記空間部に満たされた流体中で前記四肢の先端部を動かし

た際にこの四肢の先端部を覆ぅ内側シート部材と外側シート部材とが千渉しないよぅ

十分な大きさの空間部が確保される寸法及び形状で形成されている。

3 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記内側シート部材肚、この内側シート部材から前記空間部へ陥没するよぅこ設け

られ四肢のぅちの少なくともェつの先端部を収容するための四肢先端部収容部をさら

に有し、

四肢先端部を前記四肢収容部に挿入した状態で、この四肢先端部を前記空間部

に満たされた流体内で自由に動かせるよぅになっている

ことを特徴とするものである。

4 請求項3記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記四肢先端部収容部は、四肢の先端部の形状に適合した形状に適合した形状

を有するものである



ことを特徴とするものである。

5 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記四肢は手を含む腕であり、前記四肢の先端部注手及び手の指であることを特

徴とするものである。

6 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記四肢は足を含む脚であり、前記四肢の先端部は足及び足の指であることを特

徴とするものである。

7 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記内側シート部材に設けられた導入孔は、前記空間部と四肢先端部とを連通さ

せるもので、前記空間部内の流体を四肢先端部の周囲に導入するものであることを

特徴とするものである。

8 請求項工記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記内側シート部材に設けられた導入孔は、多数の微細孔であることを特徴とする

ものである。

9 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記内側シート部材に設けられた導入孔は、四肢先端部に対応する部位に設けら

れた、流体透過性のシート部材であることを特徴とするものである。

０ 請求項ェ記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、

さらに、

前記空間部内の流体とは別の流体を前記内側シート部材の前記導入孔を通して

四肢先端部の周囲に導入させるための外部流体導入路を有する

ことを特徴とするものである。

1
」 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記外部シートに泣、前記袋状部材の空間部に前記流体を導入するための流体

導入口が設けられていることを特徴とするものである。

2 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記袋状部材は、前記内側シート部材を内側にし、外側シート部材を外側にして

折り畳むことで、前記内側シート部材で四肢の外周を覆ぅような形状に構成されてお



り、折り畳んだ状態で、外側シート部材の縁部同士を接合するためのフアスナーが上

記外側シート部材の前記縁部に設けられていることを特徴とするものである。

3 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記内側シート部材は、前記外側シート部材よりも柔軟な部材で形成されており、

かつ破けることを防止するのに十分な強度で形成されていることを特徴とするもので

ある。

4 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記外側シート部材は透明部材で形成され、その中に満たされた流体中での四肢

先端部の動きを目視で確認できるようになっていることを特徴とするものである。

5 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記空間部内に満たされる流体は、大気であることを特徴とするものである。

6 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記他の流体は、ドレナージ用流体であることを特徴とするものである。

7 請求項 6記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記ドレナージ用流体は、前記四肢の皮膚を介して体内に投与するための薬物を

含むものであることを特徴とするものである。

8 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記導入孔から四肢の外周と前記内側シート部材との間の隙間に導入される流体

に脈動を印加する手段を有することを特徴とするものである。

9 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーであって、

前記袋状部材の空間部に連通する可擦性のチューブと、

前記チューブを通して前記袋状部材内に流体を導入するためのボンプ装置をさら

に備え、

前記示ンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力は、前記四肢を

前記流体内で保持するのに十分であり、かつ前記四肢の正常な間質圧と平衡状態と

なる範囲の値の陽圧である

ことを特徴とする四肢用陽圧チヤンバー。

2０ 請求項 9記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、



前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力値は、2０

以上弛緩期血圧未満であることを特徴とするものである。

2 請求項 9記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力を前記四肢用

陽圧チヤンバーを動作させる全時間に亘り一定に維持するための手段

を有することを特徴とする。

22 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

さらに、

前記袋状部材の空間部内の圧力を所定の値に保持するための圧力調節弁

を有することを特徴とするものである。

23 請求項 記載の四肢用陽圧チヤンバーにおいて、

さらに、

前記袋状部材の空間部に満たされる流体若しくは 及び前記導入孔から四肢の

外周と前記内側シート部材との間の隙間に導入される流体の温度、湿度若しくはそ

の両方を調整するための手段

を有することを特徴とするものである。

24 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーであって、

さらに、

前記四肢の皮膚と前記内側シート部材との間に流体が流通するための隙間を確保

するための部材を有する

ことを特徴とする。

25 請求項24記載の四肢用陽圧チャンバーであって、

前記隙間確保部材は、前記四肢を前記袋状部材に適用する前に、前記四肢に予

め装着されるものである。

26 請求項24記載の四肢用陽圧チヤンバーであって、

前記隙間確保部材注、前記内側シート部材の前記四肢の外周に接する部分に固

定されているものである。

27 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーであって、



さらに、

四肢の外周と前記内側シート部材との間の隙間に沿ってこの四肢先端部から離れ

る方向に流通した流体を回収するための流体回収手段を有する

ことを特徴とする。

28 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーは、四肢の外科的手術後の浮腫及び喀痛

を制御するためのものである。

29 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバー注、作業関連筋骨格系障害に対する手術

後管理を施すためのものである。

3 」０ 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーは、作業関連筋骨格系障害に対する保存

的治療を施すためのものである。

3 請求項ェ記載の四肢用陽圧チヤンバーは、皮膚を介した薬物送達に使用するため

のものである。

32 四肢の障害を治療、改善若しくは予防するための方法であって、

四肢の正常な間質圧と平衡状態である範囲の陽圧下に、前記四肢の先端部を自

由に動かせる状態で保持する工程と、

ドレナージ用流体を前記四肢に沿って前記四肢の先端部から離れる方向で流通さ

せてドレナージを促進させる工程と

を有することを特徴とする方法。

33 請求項32記載の方法において、

前記方法は、四肢、四肢の先端部及び 若しくは四肢の深部組織における浮腫及

び 若しく注痩痛に対して適用することを特徴とするものである。

34 請求項33記載の方法において、

前記四肢の浮腫及び 若しくは湊痛は、リンパ浮腫、手術後の腫脹、炎症若しくは

外傷による腫脹、関節リウマチ又は変形性関節炎による関節滑膜の腫脹、又は点滴

漏れによる腫脹、熱傷による腫脹、若しくはエコノミークラス症候群 (或いは深部静脈

血栓) による腫脹であることを特徴とするものである。

35 請求項34記載の方法において、

前記方法泣、受傷後若しくは手術後に適用することを特徴とするものである。



36 請求項32記載の方法において、

前記方法は、作業関連筋骨格系障害に対して適用することを特徴とするものである

37 請求項36記載の方法において、

前記方法は、作業関連筋骨格系障害の保存的治療用に適用することを特徴とする

ものである。

38 請求項36記載の方法において、

前記作業関連筋骨格系障害は、手根管症候群、狭窄性腱鞘炎、若しくはテニス肘

であることを特徴とするものである。

39 請求項36記載の方法において、

前記方法は、作業前、作業申、及び 若しくは作業後に適用することを特徴とする

ものである。

4０ 請求項32記載の方法において、

前記方法は、深部静脈血栓の予防に対して適用されることを特徴とするものである
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国際調査報告 国際出願番号 ノ

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定にょ 、 この国際調査報告は次の理由にょ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 32-40 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてぁる。
ま 、

請求の範囲32-40は、 き療によ る人体の処置方法に関する もの であ て、 PCT規則
39. l (iv) の規定によ り、回際調査をするこ を要 しな 対象に係 るものである。

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてぁる。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第 欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある この国際調査機関は認めた。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式PCT ノISAノ210 (第 1 yの続葉 (2) ) (2007年4月)
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