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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　神経頭蓋刺激用電極アセンブリであって、
　電極と、
　導電性ゲルと、
　アダプタとを含み、アダプタは、
　電極をアダプタに対して位置決めし、導電性ゲルを受け入れて保持するための内部コン
パートメントを有しており、これによって導電性ゲルは電極－ゲル界面に沿って電極に接
触し、アダプタは更に、
　内部コンパートメントと連通し、ユーザの皮膚表面に対して電極アセンブリを位置決め
するためのアダプタの位置決め表面に隣接するオリフィスを有しており、このオリフィス
を通って導電性ゲルがユーザの皮膚表面と接触してゲル－皮膚界面を画定することができ
る電極アセンブリにおいて、
　位置決め表面はオリフィスにおいて横方向に延在する平面を画定しており、アダプタは
、使用時の電極－ゲル界面と平面との最小間隔が０．２５ｃｍ～１．３ｃｍとなるように
更に構成されている電極アセンブリ。
【請求項２】
　オリフィス内の平面の面積は２５ｍｍ2～９５ｍｍ2である、請求項１に記載の電極アセ
ンブリ。
【請求項３】
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　電極－ゲル界面の接触面積は３０～１４０ｍｍ2である、請求項１に記載の電極アセン
ブリ。
【請求項４】
　電極－ゲル界面の接触面積とオリフィス内の平面の面積の比は０．３～５．６である、
請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項５】
　オリフィス内の平面の領域は円形又は楕円形である、請求項１に記載の電極アセンブリ
。
【請求項６】
　電極の一以上の表面は、リング、厚いリング、ディスク、ペレット、細長いペレット、
くぼみ面、鋸状面、凹面、蹄鉄状面、螺旋状面、正方形、長方形、プレート、メッシュ及
びダイヤフラムから成る群から選択される少なくとも１種の形状を画定している、請求項
１に記載の電極アセンブリ。
【請求項７】
　電極の一以上の表面には電極の表面積を増加させる表面特徴が備わっている、請求項６
に記載の電極アセンブリ。
【請求項８】
　電極は、金属、合金化金属、ゴム、導電性ゴム、Ａｇ／ＡｇＣｌ、Ａｇ及びＡｕから成
る群から選択される少なくとも１種の物質を含む、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項９】
　電極は焼結ＡｇＣｌを含むリング電極である、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項１０】
　焼結ＡｇＣｌ電極は気孔率が５０％未満であり、平均孔径は１μｍ～１００μｍである
、請求項９に記載の電極アセンブリ。
【請求項１１】
　アダプタは剛性物質を含む、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項１２】
　アダプタは非導電性プラスチック物質を含む、請求項１１に記載の電極アセンブリ。
【請求項１３】
　位置決め表面に取り付けられ、アダプタのオリフィス上に延在する第１のシール部材を
更に含み、第１のシール部材は剥離するか又は穴が開くように構成されており、導電性ゲ
ルがユーザの皮膚表面と接触してゲル－皮膚界面を画定することができるようになってい
る、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項１４】
　オリフィスに対して遠位置にあるアダプタの内部コンパートメントの開口端は第２のシ
ール部材を有し、第１のシール部材と第２のシール部材は、内部コンパートメント内に導
電性ゲルを封じ込めるように構成されている、請求項１３に記載の電極アセンブリ。
【請求項１５】
　導電性ゲルは量が０．５ｍＬ～５ｍＬである、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項１６】
　導電性ゲルは伝導度が３０，０００～６０，０００μｍｈｏ／ｃｍである、請求項１に
記載の電極アセンブリ。
【請求項１７】
　導電性ゲルは、ＮａＣｌ、ＫＣｌ及びＣａＣｌ2から成る群から選択される少なくとも
１種の塩を含む、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項１８】
　ゲルの総Ｃｌ濃度は１５０ｍＭよりも高い、請求項１７に記載の電極アセンブリ。
【請求項１９】
　ゲルの総Ｃｌ濃度は２００ｍＭよりも高い、請求項１８に記載の電極アセンブリ。
【請求項２０】
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　導電性ゲルは粘度が１８０，０００～２６０，０００ｃＰｓである、請求項１に記載の
電極アセンブリ。
【請求項２１】
　導電性ゲルは添加剤を更に含む、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項２２】
　添加剤は抗酸化剤を含む、請求項２１に記載の電極アセンブリ。
【請求項２３】
　添加剤は鎮痛剤を含む、請求項２１に記載の電極アセンブリ。
【請求項２４】
　鎮痛剤は、リドカイン、ベンゾカイン及びプリロカインから成る群から選択される、請
求項２３に記載の電極アセンブリ。
【請求項２５】
　添加剤はｐＨ緩衝剤を含む、請求項２１に記載の電極アセンブリ。
【請求項２６】
　添加剤は、ステアリン酸、プロピレングリコール、リノール酸、エタノール、ラウリル
硫酸ナトリウム及びオレイン酸から成る群から選択される浸透促進剤を含む、請求項２１
に記載の電極アセンブリ。
【請求項２７】
　内部コンパートメントは、電極を位置決めするための一以上の位置決めタブを含む、請
求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項２８】
　アダプタは、内部コンパートメント内に電極を封じ込めるように構成されたキャップ部
材を更に含む、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項２９】
　電極はキャップ部材に固定して設けられている、請求項２８に記載の電極アセンブリ。
【請求項３０】
　アダプタは、内部コンパートメント内に複数の電極を位置決めするように更に構成され
ている、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項３１】
　アダプタは、少なくとも他の電極を保持するためのアクセサリピースを更に含み、アク
セサリピースはアダプタに装着されていて、アダプタの内部コンパートメントと連通して
おり、これによって、導電性ゲルは他の電極と接触するように更に延在する、請求項１に
記載の電極アセンブリ。
【請求項３２】
　内部コンパートメントは、オリフィスに近接して内部コンパートメント内に延在する一
以上のフィンを含む、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項３３】
　一以上のフィンは、電極の少なくとも一表面を位置決めするように構成されている、請
求項３２に記載の電極アセンブリ。
【請求項３４】
　アダプタの外表面は一以上の位置決め特徴を有する、請求項１に記載の電極アセンブリ
。
【請求項３５】
　神経頭蓋刺激用装置であって、
　請求項１に記載の一以上の電極アセンブリと、
　ユーザの頭蓋に固定するように構成された一以上のバンドと、
　各々が一以上のバンドに固定されるように構成された一以上の開口要素に設けられた二
以上の開口部とを含む装置において、
　ユーザの頭蓋上への一以上の電極アセンブリの位置決めは、一以上のバンドの少なくと
も１個の再配置を１回以上行って、又は一以上の電極アセンブリを二以上の開口部で交互
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に入れ替えるように移動させて調整することが可能である装置。
【請求項３６】
　一以上の電極アセンブリは、最低でも４個の電極アセンブリから成り、最大でも５個の
電極アセンブリから成る、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　ユーザの頭蓋上のどの標的位置からも１ｃｍ以内に電極アセンブリを調整可能に位置決
めするように構成されている、請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　二以上の電極アセンブリの位置決め表面は、接着剤を位置決め表面及びユーザの皮膚表
面の一方又は両方に設けることなく、ユーザの皮膚表面に対してしっかりと位置決めする
ことができる、請求項３５に記載の装置。
【請求項３９】
　一以上の開口要素は、ヒンジで接合されて単一の円形状で連結可能な（articulatable
）プレートを形成する二以上の半円形状プレートを含む、請求項３５に記載の装置。
【請求項４０】
　一以上の開口要素は一以上の開口バンドを含む、請求項３５に記載の装置。
【請求項４１】
　一以上の開口バンドは二以上の電極アセンブリを受け入れるための電極カップを有する
二以上のバンドを含み、電極カップは二以上のバンドの末端に旋回可能に実装されている
、請求項３９に記載の装置。
【請求項４２】
　神経頭蓋刺激用装置であって、
　請求項１に記載の一以上の電極アセンブリと、
　ユーザの頭蓋の底部を取り囲むように構成された底部バンドと、
　底部バンドから上方に延在し、末端に二以上の電極アセンブリを受け入れるための電極
カップを有する一以上の可撓性の直線状延長部分とを含み、二以上の可撓性の直線状延長
部分は、ユーザの皮膚表面の頭蓋部分に対して二以上の電極アセンブリの各々を調整可能
に位置決めするように可動である装置。
【請求項４３】
　二以上の可撓性の直線状延長部分は、接着剤を電極アセンブリ及びユーザの皮膚表面の
頭蓋部分の一方又は両方に適用することなく、皮膚表面の頭蓋部分に対して二以上の電極
アセンブリの各々を位置決めするように可動である、請求項４２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２００８年１２月３０日出願の米国特許仮出願第６１／１４１，４６９号（発
明の名称「電気刺激時の不快感を軽減するための方法及びそのための電極」）の優先権を
主張するものである。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、一般に神経頭蓋刺激を実施するための方法、装置及び組成物に関し、より詳
細には、不快感や痛みを軽減させながら頭蓋の特定領域に神経頭蓋刺激を施すための方法
、装置及び組成物に関する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　非侵襲性神経頭蓋刺激とは、神経系の機能を変化させる目的で頸部又は頭部に設置され
た一以上の電極を通して行なう電流の印加である。その目的とするところは、神経精神疾
患や癲癇、鬱病、パーキンソン病、アルツハイマー病、神経変性障害、肥満、強迫性障害
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の処置を含む治療である。また、この刺激は、認知能力や学習、知覚関連作業の増強又は
促進のために実施することもできる。
【０００４】
　非侵襲性神経頭蓋刺激（ＮＩＮＣＳ）は本質的に、電極を通して皮膚内又は皮膚に沿っ
て電流を流すことを伴う。経頭蓋直流刺激（ｔＤＣＳ）は非侵襲性神経頭蓋刺激の一例で
あり、特定の脳領域に電流を流す目的で、頭皮に直流を直接印加する。ＮＩＮＣＳの場合
、電気刺激を受ける被験者に様々な不快感がもたらされることがある。不快感としては、
ヒリヒリ感や痛み、焼けるような感覚、或いは他の望ましくない感覚を挙げることができ
る。また、剥離や発赤、炎症、熱傷、皮膚特性の変化等の症状を伴って皮膚のピリピリ感
（skin irritation）が生じる場合がある。不快感とピリピリ感は一緒に生じることもあ
るし、別々に生じることもある。これらは通常、電極の下又はその付近で生じるが、電極
間又は他の箇所で生じる場合もある。不快感は通常、刺激時又は刺激直後に覚えるが、刺
激終了後長時間経ってから感じることもある。ピリピリ感は刺激時又はその直後に最も顕
著であるが、刺激後しばらく経ってから明らかになることもある。
【０００５】
　ピリピリ感と不快感は幾つかの理由からＮＩＮＣＳ時には望ましくない。ピリピリ感や
不快感によって被験者に痛みや不快感が生じ、所望の刺激効果が複雑化し、健康への悪影
響を及ぼすこともあり得る。また、ピリピリ感や不快感によって、最適なＮＩＮＣＳの印
加が妨げられたり、被験者がＮＩＮＣＳを受けたいという気持ちが減ぜられることもある
。
【０００６】
　従来のｔＤＣＳ（ＮＩＮＣＳの一種）においては、アノード電極とカソード電極の少な
くとも一方を頭皮上に置き、両電極間に一定の直流（公称２６０μＡ～３ｍＡ）を流す。
ｔＤＣＳの空間局所性（spatial focality）（標的）は有効性及び安全性に対して非常に
重要であると考えられる。電極－頭皮接触面積の減少によって空間局所性が改善されると
考えられる。しかし、電極電流が一定の場合、接触面積の減少によって電流密度が増加し
、危険性が増大することがある。
【０００７】
　ｔＤＣＳの安全性の観点から、１）電流の脳への傷害作用、及び２）電流の皮膚への掻
痒作用、疼痛作用又は傷害作用を考慮することが重要である。脳傷害と皮膚作用は必ずし
も関連していないため、別々に考慮すべきである。例えば、皮膚ピリピリ感を引き起こす
刺激が脳機能に悪影響を及ぼすことがない場合もあり、脳傷害に皮膚ピリピリ感が伴わな
いこともある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６，６４０，１２２号公報
【特許文献２】米国特許第６，５７４，５１３号公報
【特許文献３】米国特許第６，４４５，９４０号公報
【特許文献４】米国特許第６，２０１，９８２号公報
【特許文献５】米国特許第６，１７５，７５３号公報
【特許文献６】米国特許第６，１６１，０３０号公報
【特許文献７】米国特許第４，１７１，６９６号公報
【特許文献８】米国特許第４，５３７，１９８号公報
【特許文献９】米国特許第４，６８３，８９２号公報
【特許文献１０】米国特許第５，３５７，９５７号公報
【特許文献１１】米国特許第５，４７９，９３４号公報
【特許文献１２】米国特許第５，５１１，５４８号公報
【特許文献１３】米国特許第５，６３０，４２２号公報
【特許文献１４】米国特許第５，７３０，１４６号公報
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【特許文献１５】米国特許第５，７４０，８１２号公報
【特許文献１６】米国特許第５，８００，３５１号公報
【特許文献１７】米国特許第６，０４７，２０２号公報
【特許文献１８】米国特許第６，０６７，４６４号公報
【特許文献１９】米国特許第５３７，１９８号公報
【特許文献２０】米国特許第４，６３２，１２０号公報
【特許文献２１】米国特許第４，７０９，７０２号公報
【特許文献２２】米国特許第４，７７０，１８０号公報
【特許文献２３】米国特許第４，８３６，２１９号公報
【特許文献２４】米国特許第４，９６７，０３８号公報
【特許文献２５】米国特許第５，０３８，７８２号公報
【特許文献２６】米国特許第５，２７３，０３７号公報
【特許文献２７】米国特許第５，２９１，８８８号公報
【特許文献２８】米国特許第５，２９３，８６７号公報
【特許文献２９】米国特許第５，３４８，００６号公報
【特許文献３０】米国特許第５，３５７，９５７号公報
【特許文献３１】米国特許第５，４０４，８７５号公報
【特許文献３２】米国特許第５，４７９，９３４号公報
【特許文献３３】米国特許第５，５６４，４３３号公報
【特許文献３４】米国特許第５，７４０，８１２号公報
【特許文献３５】米国特許第５，８００，３５１号公報
【特許文献３６】米国特許第５，８１３，９９３号公報
【特許文献３７】米国特許第６，０６７，４６４号公報
【特許文献３８】米国特許第６，１６１，０３０号公報
【特許文献３９】米国特許第６，１６７，２９８号公報
【特許文献４０】米国特許第６，１７５，７５３号公報
【特許文献４１】米国特許第６，２０１，９８２号公報
【特許文献４２】米国特許第６，３０１，４９３号公報
【特許文献４３】米国特許第６，３８１，４８１号公報
【特許文献４４】米国特許第４，６８３，８９２号公報
【特許文献４５】米国特許第４，７０９，７０２号公報
【特許文献４６】米国特許第５，０３８，７８２号公報
【特許文献４７】米国特許第５，４７９，９３４号公報
【特許文献４８】米国特許第６，０６７，４６４号公報
【特許文献４９】米国特許第６，１５５，９７４号公報
【特許文献５０】米国特許第４，０６７，３２１号公報
【特許文献５１】米国特許第４，６３２，１２０号公報
【特許文献５２】米国特許第４，７０９，７０２号公報
【特許文献５３】米国特許第４，９３６，３０６号公報
【特許文献５４】米国特許第５，２２２，４９８号公報
【特許文献５５】米国特許第４，１７７，８１７号公報
【特許文献５６】米国特許第４，１９６，７３７号公報
【特許文献５７】米国特許第５，２８２，８４３号公報
【特許文献５８】米国特許第４，７３６，７５２号公報
【特許文献５９】米国特許第３，８１７，２５２号公報
【特許文献６０】米国特許第４，５０３，８６３号公報
【特許文献６１】米国特許第４，５３５，７７９号公報
【特許文献６２】米国特許第７，３９２，０９６号公報
【特許文献６３】米国特許第６，３４３，２２６号公報
【特許文献６４】米国特許第４，７３６，７５２号公報
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【特許文献６５】米国特許第４，３６７，７５５号公報
【特許文献６６】米国特許第７，４２１，２９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　先行技術の電極では、ＮＩＮＣＳ等（特にｔＤＣＳ）の電気刺激活性時の皮膚ピリピリ
感や痛みを最小限に抑えることに対処することができない。本発明の目的は、工学的に小
さく、より局所的な電極に対して重点を置きながら、電極パラメータを最適化して皮膚ピ
リピリ感や痛みを最小限に抑えることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
発明の概要
　本発明は、その第１の様相において、神経頭蓋刺激用電極アセンブリを提供するもので
あって、該アセンブリは、
　電極装着用レシーバを含むと共に、電極及び導電性ゲル又はペーストと共に用いるホル
ダであって、該ゲル又はペーストを貯蔵するためのホルダリザーバを有するホルダを含む
アダプタと、
　該ホルダを被験者の頭皮に装着するための装着手段と、
　を含み、
　該ホルダは、該ゲル又はペーストの流れを制限する剛性又は半剛性壁を有する、電極ア
センブリを提供する。
【００１１】
　本発明は、その第２の様相において、神経頭蓋刺激時のピリピリ感、感覚、不快感、傷
害、熱傷、知覚、炎症、痛み又は発赤を軽減するための方法であって、本発明で詳述する
神経頭蓋刺激デバイスと電極装置とを含む方法を提供する。
【００１２】
　本発明は、その第３の様相において、ピリピリ感、感覚、不快感、傷害、熱傷、知覚、
炎症、痛み又は発赤を軽減又は防止する神経頭蓋刺激ゲル用組成物を提供する。
【００１３】
　本発明は、その第４の様相において、頭蓋神経刺激時のピリピリ感、感覚、不快感、傷
害、熱傷、知覚、炎症、痛み又は発赤を軽減するための方法であって、カソード又はアノ
ードにおける電解質の消失又は生成をサポート、制御又は制限する（１）ゲルと（２）固
体導体との適切な組み合わせを選択することを含む方法を提供する。
【００１４】
　本発明は、その第５の様相において、頭蓋神経刺激時のピリピリ感、感覚、不快感、傷
害、熱傷、知覚、炎症、痛み又は発赤を軽減又は防止することができる（１）ゲルと（２
）電極の固体導体との特定の組み合わせを提供する。
【００１５】
　本発明は、その第６の様相において、神経頭蓋刺激時のピリピリ感、感覚、不快感、傷
害、熱傷、知覚、炎症、痛み又は発赤を軽減するための方法であって、
　適切な電極－皮膚接触面積を選択する工程、
　適切な金属電極材料を選択する工程、
　電極形状を選択する工程、
　剛性又は半剛性ホルダを選択する工程、
　適切なゲルを選択する工程、
　ゲル又は皮膚に適用させる化学品を選択する工程、
　ゲル／皮膚の温度を選択する工程、
　ゲルの形状と量（体積量）、ゲルに対する電極の位置、及びゲルに曝露する皮膚の部分
を決定するホルダにおいて電極とゲルを組み合わせる工程、
　皮膚の下準備をする工程、
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　適切な装着手段を用いて個人の頭部にアセンブリを装着する工程、
　抵抗等の電極特性をチェックする工程、及び／又は
　皮膚に適用するコンディショニング電気波形を選択する工程を含む方法を提供する。
【００１６】
　本発明は、その第７の様相において、複数の電極を用いて頭皮を通して経頭蓋電流を印
加するための装置であって、各電極は、
　近位端と頭皮に接触する遠位端を有し、その一部がゲルの一部を含んでいる少なくとも
１個の剛性又は半剛性シェルと、
　近位端とゲルの一部に接触する遠位端を有する少なくとも１個の電気刺激電極と、
　頭皮に接触し、電解質を全く含まないか、電解質を最小限に含むか、又は一種以上の電
解質を含むゲル又はペーストと、
　頭皮上に位置決めされ、半剛性シェルに接続しているキャップ又はメッシュとを含む装
置を提供する。
【００１７】
　本発明は、その第８の様相において、複数の電極を用いて頭皮を通して経頭蓋電流を印
加するための装置であって、各電極は、
　近位端と頭皮に接触する遠位端を有し、その一部が二次ゲルの一部を含んでいる少なく
とも１個の半剛性シェルと、
　電解質を全く含まないか、電解質を最小限に含むか、又は一種以上の電解質を含む一次
ゲルの一部と接触する遠位端と近位端を有する少なくとも１個の電気刺激電極と、
　一次ゲルの一部及び頭皮に接触する二次ゲルとを含み、二次ゲルは電解質を全く含まな
いか、又は一種以上の電解質を含んでもよい装置を提供する。
【００１８】
　本発明は、その第９の様相において、複数のユニットを用いて頭皮を通して経頭蓋電流
を印加するための装置であって、各ユニットは、
　近位端と頭皮に接触する遠位端を有する少なくとも１個の半剛性シェルと、
　一部が半剛性シェルに接触し、一部が電気刺激電極に接触する電極マウントと、
　ゲルの一部に接触する遠位端と近位端を有する少なくとも１個の電気刺激電極と、
　頭皮に接触し、電解質を全く含まないか、又は一種以上の電解質を含むゲル又はペース
トとを含む装置を提供する。
【００１９】
　本発明は、その第１０の様相において、導電性バッキングと、該バッキング上にコート
された導電性ヒドロゲルマトリックスとを含む経頭蓋刺激電極であって、前記マトリック
スは患者の皮膚に接触するようになっており、体の輪郭に沿うのに十分な可撓性を有する
経頭蓋刺激電極を提供する。
【００２０】
　別の分野においては、脳波記録に小型の頭部電極を用い、脳刺激電流を印加するのでは
なく、脳電位を測定する。このような小型電極は、従来は神経頭蓋刺激に用いられたり検
討されたりすることはなかったが、その理由は、小型の頭部電極を用いて所望の神経頭蓋
刺激電流レベルを印加した場合、かなり高い電流密度がもたらされ、相当の痛み及び／又
は不快感が引き起こされると考えられたからである。本明細書で後述する広範な実験の結
果、本出願人は、本明細書に記載の発明の一部を構成する特定の設計条件下、先行技術に
開示される小型頭部電極を修正して神経頭蓋刺激に有効利用できることを見出した。出願
人は、先行技術の脳波記録電極を記載した以下の特許、即ち、米国特許第６，６４０，１
２２号、米国特許第６，５７４，５１３号、米国特許第６，４４５，９４０号、米国特許
第６，２０１，９８２号、米国特許第６，１７５，７５３号、米国特許第６，１６１，０
３０号、米国特許第４，１７１，６９６号、米国特許第４，５３７，１９８号、米国特許
第４，６８３，８９２号、米国特許第５，３５７，９５７号、米国特許第５，４７９，９
３４号、米国特許第５，５１１，５４８号、米国特許第５，６３０，４２２号、米国特許
第５，７３０，１４６号、米国特許第５，７４０，８１２号、米国特許第５，８００，３
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５１号、米国特許第６，０４７，２０２号、米国特許第６，０６７，４６４号、米国特許
第５３７，１９８号、米国特許第４，６３２，１２０号、米国特許第４，７０９，７０２
号、米国特許第４，７７０，１８０号、米国特許第４，８３６，２１９号、米国特許第４
，９６７，０３８号、米国特許第５，０３８，７８２号、米国特許第５，２７３，０３７
号、米国特許第５，２９１，８８８号、米国特許第５，２９３，８６７号、米国特許第５
，３４８，００６号、米国特許第５，３５７，９５７号、米国特許第５，４０４，８７５
号、米国特許第５，４７９，９３４号、米国特許第５，５６４，４３３号、米国特許第５
，７４０，８１２号、米国特許第５，８００，３５１号、米国特許第５，８１３，９９３
号、米国特許第６，０６７，４６４号、米国特許第６，１６１，０３０号、米国特許第６
，１６７，２９８号、米国特許第６，１７５，７５３号、米国特許第６，２０１，９８２
号、米国特許第６，３０１，４９３号、米国特許第６，３８１，４８１号、米国特許第４
，６８３，８９２号、米国特許第４，７０９，７０２号、米国特許第５，０３８，７８２
号、米国特許第５，４７９，９３４号、米国特許第６，０６７，４６４号、米国特許第６
，１５５，９７４号、米国特許第４，０６７，３２１号、米国特許第４，６３２，１２０
号、米国特許第４，７０９，７０２号、米国特許第４，９３６，３０６号及び米国特許第
５，２２２，４９８号の開示を本明細書の一部を構成するものとしてここに援用する。
【００２１】
　皮膚を経由する薬物送達（経皮薬物送達）を目的として上述のものとは異なる電極が用
いられている。それらの電極は、電気刺激や電気療法、神経頭蓋刺激に広く用いられてい
るものではないが、本発明の原理に従って修正すれば、神経頭蓋刺激にも適したものにな
る。出願人は、このような先行技術を記載した次の特許、即ち、米国特許第４，１７７，
８１７号、米国特許第４，１９６，７３７号、米国特許第５，２８２，８４３号、米国特
許第４，７３６，７５２号、米国特許第３，８１７，２５２号、米国特許第４，５０３，
８６３号、米国特許第４，５３５，７７９号、米国特許第７，３９２，０９６号、米国特
許第６，３４３，２２６号、米国特許第４，７３６，７５２号、米国特許第４，３６７，
７５５号及び米国特許第７，４２１，２９９号の開示を本明細書の一部を構成するものと
してここに援用する。
【００２２】
定義
　本明細書で用いる次の単語及び用語は以下に示す意味を有するものとする。
【００２３】
　特に明記しない限り、「含む（comprising）、（comprise）」及びこれらが文法的に変
化したものは、列挙された要素を含むと共に、列挙されていない更なる要素を包含するこ
とも許容するような「オープン」又は「包含的」な表現を意図している。
【００２４】
　本明細書で用いる「約」は、処方における構成要素濃度との関連で、一般には表示値の
±２０％を意味し、より一般には表示値の±１０％を意味し、より一般には表示値の±５
％を意味し、より一般には表示値の±２％を意味し、更に一般には表示値の±１％を意味
し、更に一般には表示値の±０．５％を意味する。本明細書の開示の全体を通して、ある
実施形態は範囲の形式で開示される。範囲形式による記載は、主に便宜上且つ簡潔さのた
めであり、開示された範囲に対する柔軟性のない限定として解釈されるべきでないことは
理解されたい。従って、ある範囲の記載の場合には、その範囲内における全ての可能な部
分的範囲と共に、個々の数値も具体的に開示されていると考慮すべきである。例えば、１
～６等の範囲の記載の場合、１～３や１～４、１～５、２～４、２～６、３～６等の部分
的範囲と共に、その範囲内の個々の数、例えば、１、２、３、４、５及び６も具体的に開
示されていると考慮すべきである。これは範囲の広さとは関係なく適用される。
【００２５】
図面の簡単な説明
　本発明の上述の特徴及び他の特徴は、本発明の例示的実施形態に関する以下の詳細な説
明と図面によってより容易に明らかとなるであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ要素を示す。
【図２】図２は、図１のアダプタと共に、アンロック位置にあるキャップ要素を示す。
【図３】図３は、キャップ要素がロック位置にある図２のアダプタを示す。
【図４】図４は、図１のアダプタと共に、アクセサリ要素を示す。
【図５】図５は、本発明の原理に係る電極アセンブリの他のアダプタを示す。
【図６】図６は、図５のアダプタと共に、アンロック位置にある他のキャップ要素を示す
。
【図７】図７は、キャップがロック位置にある図６のアダプタ及びキャップを示す。
【図８】図８は、本発明の原理に係る電極アセンブリの他のアダプタを示す。
【図９】図９は、本発明の原理に係る電極アセンブリの他のアダプタを示す。
【図１０】図１０は、本発明の原理に係る電極アセンブリの他のアダプタを示す。
【図１１】図１１は、本発明の原理に係る電極アセンブリの他のアダプタを示す。
【図１２】図１２は、図１１のアダプタと共に、アクセサリ要素を示す。
【図１３】図１３は、電極アセンブリのアダプタと共に、他のアクセサリ要素を示す。
【図１４】図１４（ａ）及び図１４（ｂ）は、ゲル、電極、シールド及びキャップがプレ
ロードされた図１のアダプタを示す。
【図１５】図１５は、本発明の原理に係る電極アセンブリの他のアダプタを示す。
【図１６】図１６（ａ）及び図１６（ｂ）は、本発明の原理に係る電極アセンブリの他の
アダプタを示す。
【図１７】図１７は、キャップを有さず、更なるシールドを有する図１４のアダプタを示
す。
【図１８】図１８は、更なるシールドを有する図１４のアダプタを示す。
【図１９】図１９（ａ）及び図１９（ｂ）は、本発明に係る電極を示す。
【図２０】図２０は、本発明に係る電極を示す。
【図２１】図２１は、本発明に係る電極を示す。
【図２２】図２２は、本発明に係る電極アセンブリ実装装置用実装プレートを示す。
【図２３】図２３は、本発明に係る電極アセンブリ実装装置用半円形状バンドを示す。
【図２４】図２４は、本発明に係る電極アセンブリ実装装置用半円形状バンドを示す。
【図２５】図２５は、本発明に係る電極アセンブリ実装装置用十字状バンド設計を示す。
【図２６】図２６は、本発明に係る電極アセンブリ実装装置用円形状バンド設計を示す。
【図２７】図２７（ａ）及び図２７（ｂ）は、電極アセンブリを受け、それを位置決めす
る可撓性アームを含む、本発明に係る電極アセンブリ実装装置を示す。
【図２８】図２８は、電極アセンブリを受け、それを位置決めする可撓性アームを含む、
本発明に係る電極アセンブリ実装装置を示す。
【図２９】図２９は、ペレット型電極を有する電極アセンブリを用いた試験の電極電位結
果を示す。
【図３０】図３０は、ペレット型電極を有する電極アセンブリを用いた試験の電極電位結
果を示す。
【図３１】図３１は、本発明に係るゴム型電極を有する電極アセンブリを用いた試験の電
極電位結果を示す。
【図３２】図３２は、本発明に係るＡｇ／ＡｇＣｌディスク電極を有する電極アセンブリ
を用いた試験の電極電位結果を示す。
【図３３】図３３は、本発明に係るＡｇ／ＡｇＣｌリング電極を有する電極アセンブリを
用いた試験の電極電位結果を示す。
【図３４】図３４は、本発明に係る種々の電極及び種々のゲルを用いて種々の被験者にカ
ソード刺激を行った際に生じた痛みを示す。
【図３５】図３５は、本発明に係る種々の電極及び種々のゲルを用いて種々の被験者にア
ノード刺激を行った際に生じた痛みを示す。
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【図３６】図３６は、本発明に係る様々な電解質ゲルを有する様々な電極の平均実行時間
を示す棒グラフである。
【図３７】図３７は、本発明に係る種々の電極及び種々のゲルを用いた際の電気化学的挙
動と時間及び痛みの概要を示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の同様の要素を示す図面においては同様の参照番号を用いる。
【００２８】
発明の詳細な説明
　医療用電極は従来、多くの形状や形態を採ってきた。電極間で電流を殆ど又は全く流さ
ないＥＫＧやＥＥＧ等のモニター用装置で用いる電極は通常、円形の接触表面を有するが
、刺激装置デバイスで用いる電極はより大型で矩形表面を有する傾向にある。例えば、経
頭蓋直流刺激用の電極は大型で正方形のスポンジ形態である。頭部の特定領域に高い電流
密度を適用することは電気刺激プロトコルの効果の点からは望ましいが、現在の電極はこ
のようなパラメータを最適化するものではない。小型電極はこの効果を達成し、当該分野
を発展させる上で理想的である。しかし、小型電極、即ち特定の高電流密度を用いると、
皮膚の痛みや傷害をもたらすであろうと通常考えられている。
【００２９】
　本発明者らは、適切に設計された小型電極を用いることによって高電流（高電流密度）
を皮膚に対し安全且つ快適に適用できることを見出した。この発見は、当該分野の専門家
によって広く支持されている従来の認識に挑戦するものである。
【００３０】
　ここにおいて達成される本発明の目的は、神経頭蓋電気刺激（好ましい実施形態におい
ては経頭蓋直流刺激）に適した実用的小型医療用電極である。主目的は、患者に対して安
全且つ快適な方法で所望レベルの電流を送達できることである。従来の電極設計は、幾つ
かの理由から不適切である。大型電極の場合、皮膚の湾曲に対応するよう可撓にする必要
がある。この結果、皮膚界面（例えば、金属電極と皮膚との間のゲルや他の物質の量）が
うまく制御できなくなる。これによって電流ホットスポットや傷害がもたらされることが
分かっている。小型電極についても試みが為されているが、従来の小型電極の設計は種々
の理由から不適切である。幾つかの設計においては、可撓性（粘着性）バックが用いられ
ているが、これでは、金属と皮膚の間隔が厳密には調節されない。また、他の従来の設計
においては、「低プロファイル」構成によって金属と皮膚との間隔が不十分となる。本発
明においては、皮膚に対する電極位置を固定し、金属と皮膚との間隔を最小限に維持し、
安全且つ有効に大型電極の機能性を改良及び再現することができる電極が提供される。
【００３１】
　本発明は、その第１の様相において、神経頭蓋刺激用電極アセンブリを提供するもので
あって、該アセンブリは、
　電極装着用レシーバを含むと共に、電極及び導電性ゲル又はペーストと共に用いるホル
ダであって、該ゲル又はペーストを貯蔵するためのホルダリザーバを有するホルダを含む
アダプタと、
　該ホルダを被験者の頭皮に装着するための装着手段と、
　を含み、
　該ホルダは、該ゲル又はペーストの流れを制限する剛性又は半剛性壁を有する、電極ア
センブリを提供する。
【００３２】
　経頭蓋刺激時の皮膚の安全性及び快適さを確保するため、本発明に記載のように電極を
適切に設計する必要がある。また、電極電圧が非常に高いレベルまで上昇しなことを確実
にする必要もある。このような設計には、幾つかの工学的因子のバランスが必要である。
本発明者らは、有効で安全な電極装置にとって重要な三特性を見出した。
【００３３】
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　第１に、ゲル－皮膚接触面積を所望の範囲内にすることである。電流入力の位置を局所
化し、接触の均一性を実際に制御するためには、この面積を最小化する必要がある。しか
し、電流を流すことによる不快感を軽減するためにはこの面積を最大化する必要があり、
流す電流量に関して（応じて）この面積を最大化することができる。
【００３４】
　第２に、電極と皮膚の最も近い要素間の間隔を最大化する必要がある一方、ヘッドギア
と電極の全体のプロファイルが実用的でない程に高すぎない（即ち、頭部から離れて位置
しない）ことである。頭部で用いる古典的な電極、例えば、ＥＥＧに用いる電極は、頭皮
表面に直接置かれるか、又は頭皮表面に非常に近接して置かれる。しかし、神経頭蓋刺激
等の際に大電流を頭皮に印加する場合、電極と皮膚との直接接触による潜在的な危険性が
存在する。従って、頭皮と電極が十分に離れるように電極とそのホルダを設計することが
非常に重要である。更に、皮膚は平坦ではなく柔軟性があるため、開口部のサイズに応じ
た程度に電極アセンブリ内に突き出ることも考慮する必要がある。従って、本発明に記載
の所望の装置及びそのホルダは、ａ）電極を一定の高さに保持し、ｂ）皮膚を電極領域内
に突き出させるホルダを用いて電極を皮膚から物理的に離して位置決めする特定の深さを
有する。ここで留意すべきは、電極（ペレット）の面積を制限するか、又はフィン（リン
グ）を用いることによって（ｂ）を行うことができるということである。この間隔を維持
する理由は幾つかあるが、例えば、電気化学的産物を減らすことや、電極と皮膚との接触
を防ぐこと、ゲル全体に電流を均一に流すことが挙げられる。
【００３５】
　第３に、ホルダ体積及び電極サイズの所定の制約の範囲内で金属電極とゲルとの接触面
積を最大化する必要がある。電極がゲル物質の一表面にのみ接触する場合、電極－ゲル界
面は基本的に２次元の界面である。しかし、金属電極をゲル内に浸漬する場合、３次元の
界面となるため、表面積が大幅に増加する。例えば、ペレット電極は、小径の円筒状プラ
スチックホルダ内に嵌合させることができる。プラスチックホルダは皮膚接触面積は小さ
いが、深いため、表面積の大きい長いペレットを用いることができる。しかし、本発明者
らのリング設計においては、電極接触面積は、実際には皮膚接触面積よりも小さい。
【００３６】
　電圧及び安全性を最適化するのに必要なこれらの重要な概念を具現化する電極の具体例
、及び後述の説明的実施形態を図面で示す。本質的には、電極ホルダは両端が露出した剛
性又は半剛性物質からなり、一定量のゲルと電極とを保持することができる。
【００３７】
　一実施形態においては、電極保持リザーバは、円筒状、円錐状、正方形状、矩形状、円
形状、又はこれらの形状のより複雑な変形である。好ましい一実施形態においては、ホル
ダは、電極とゲル物質の両方を保持するのに適した体積を有する円筒又は双曲面形状であ
る。
【００３８】
　ホルダを形成する物質は、ゲルと電極の両方を所定の位置に保持するのに適した如何な
る剛性又は半剛性物質とすることができる。一実施形態においては、ホルダは、プラスチ
ック、スポンジ及びセラミックから成る群から選択される物質で形成されるが、これらの
物質に限定されない。好ましい一実施形態においては、ホルダは半剛性プラスチックで形
成される。
【００３９】
　例えば、図１は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１００を示す。アダプタ１０
０は、実質的に双曲線状の内部表面を有する内部コンパートメント１０２を含む本体１０
１を有する。内部コンパートメント１０２は、電極アセンブリの電極を位置決めするため
の第１のコンパートメント１０２ａと、電極アセンブリの導電性ゲルを受け入れるための
第２のコンパートメント１０２ｂとを有する。コンパートメント１０２ａ、１０２ｂは互
いに流体連通しており、これによって、第２のコンパートメント１０２ｂ内の導電性ゲル
を電極と物理的に接触させる目的で第１のコンパートメント１０２ａ内に流すことができ
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る。
【００４０】
　第１のコンパートメント１０２ａは、切り込み（indentations）１０３（その各々は電
極の底面を支えるためのランド面１０３ａを有する）と、図２に示すようにキャップ１１
０のタブ１１０ａを受け入れるための溝１０４と、電極の導電体が第１のコンパートメン
ト１０２ａから離れて延在できるように経由する通路を画定するチャネル１０５とを更に
有する。
【００４１】
　図３に示すように、カバー１１０の各タブ１１０ａを対応する溝１０４の垂直部１０４
ａに挿入して、キャップ１１０を第１のコンパートメント１０２ａの頂部内にシール可能
に位置決めすることができる。キャップ１１０は、第１のコンパートメント１０２ａに挿
入した際、第１のコンパートメント１０２ａの頂部の対応する表面部分に等角的に且つシ
ール可能に接触するような形状の表面１１０ｂを有する。図１及び３に示すように、第１
のコンパートメント１０２ａに挿入した際、タブ１１０ｃを操作して、タブ１１０ａが溝
１０４の水平部１０４ｂに沿い、キャップ１１０の閉位置に向かって外側に移動するよう
にキャップ１１０を回転させることができる。図１から分かるように、水平部１０４ｂは
水平方向に沿って若干下側へ延在しており、タブ１１０ａが水平部１０４ｂに沿って外側
に移動すると、表面１１０ｂが第１のコンパートメント１０２ａの頂部の対応する表面部
分に押し付けられ、キャップ１１０を閉位置で本体１０１に効果的に固定又はロックする
相互作用力が生じるようになっている。図４は、アダプタ１００に実装するアクセサリ４
１０を示す。アクセサリ４１０の各タブ４１０ａを対応する溝１０４の垂直部１０４ａに
挿入して、アクセサリ４１０をアダプタ１００にロックすることができる。アクセサリ４
１０は、内部表面４０２を有する本体４０１を有する。内部表面４０２は、電極アセンブ
リの電極を位置決めするための第１のコンパートメント４０２ａと、電極アセンブリの導
電性ゲルを受け入れるための第２のコンパートメント４０２ｂとに分割されている。コン
パートメント４０２ａ、４０２ｂ及び１０２ａは互いに流体連通している。
【００４２】
　図５は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ５００を示す。アダプタ５００は、２
種類のコンパートメント、即ち、電極アセンブリの電極を位置決めするための第１のコン
パートメント５０２ａと、電極アセンブリの導電性ゲルを受け入れるための第２のコンパ
ートメント５０２ｂとを有する内部表面５０２を含む本体５０１を有する。コンパートメ
ント５０２ａ及び５０２ｂは、切り込み５０３によって表面５０１から分割されている。
この切り込み５０３によって、内部表面５０２に電極の底面を支えるためのランド面５０
４が形成されている。２個の突起部５０５ａは、電極の側面から一定の距離で電極を保持
するように設計されている。この場合、電極の底面がランド面５０４に載り、突起部５０
５ａによって電極が両側からの如何なる動きからも隔離されるように電極を頂部から実装
することができる。図６に示すように、突起部５０５ｂ及び５０５ｃは、キャップ５１０
をアダプタ５００に等角的に且つシール可能にロックするような形状となっている。
【００４３】
　図６のキャップは突起部５１１を有する。それぞれ２個の垂直突出バー５１１ａと水平
突出部５１１ｂは、キャップ５１０をアダプタ５００にロックする際に突起部５０５ｂの
下に位置決めされる。
【００４４】
　図５～７に示すように、キャップ５１０の各突出部５１１ｂを突起部５０５ｂの下に挿
入し、キャップ５１０を第１のコンパートメント５０２ａの上部に確実にしっかりと位置
決めすることができる。キャップ５１０は、第１のコンパートメント５０２ａに挿入した
際、第１のコンパートメント５０２ａの頂部の対応する表面部分に等角的に且つシール可
能に接触するような形状の表面５１３を有する。図６及び７に示すように、第１のコンパ
ートメント５０２ａに挿入した際、タブ５１４を操作して、タブ５１０ａが突出部５０５
の水平突起部５０５ｂに沿い、キャップ５１０の閉位置に向かって外側に移動するように
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キャップ５１０を回転させることができる。図６から分かるように、突起部５０５ｂは水
平方向に沿って若干下側へ延在しており、タブ５１１ｂが突起部５０５ｂに沿って外側に
移動すると、表面５１３が第１のコンパートメント５０２ａの頂部の対応する表面部分に
押し付けられ、キャップ５１０を閉位置で本体５０１に効果的に固定又はロックする相互
作用力が生じるようになっている。
【００４５】
　図８は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ８００を示す。アダプタ８００は、２
個の大きなコンパートメント、即ち、電極を位置決めするための半径が大きい上部コンパ
ートメント８０２ａと、導電性ゲルを受け入れるための半径が小さい下部コンパートメン
ト８０２ｂとを有する内部表面８０２を含む本体８０１を有する。コンパートメント８０
２ａ、８０２ｂは互いに流体連通しており、これによって、第２のコンパートメント８０
２ｂ内の導電性ゲルを電極と物理的に接触させる目的で第１のコンパートメント８０２ａ
に入れることができる。
【００４６】
　内部表面８０２から水平突出部８０４が上部コンパートメント８０２ａの中心に延在し
ている。垂直突出部８０３は水平突出部８０４から延在し、コンパートメント８０２ｃを
有する。コンパートメント８０２ｃ及び８０２ｂは互いに流体連通している。電極の底面
は８０４の頂面に載っている。外側に向かって角張った突出部８０５は、電極の中心孔で
電極を締め付けて保持するための突出本体８０３から延在している。本体８０３に電極を
押し込むと、それに呼応して突出部８０５は内側へ動き、電極を所定の位置にしっかりと
保持する。
【００４７】
　図９は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ９００を示す。アダプタ９００は、内
部円筒面９０２を含む本体９０１を有する。円筒面９０２は、電極アセンブリの電極を位
置決めするための第１のコンパートメント９０２ａと、電極アセンブリの導電性ゲルを受
け入れるための第２のコンパートメント９０２ｂを画定する。コンパートメント９０２ａ
、９０２ｂは互いに流体連通しており、これによって、第２のコンパートメント９０２ｂ
内の導電性ゲルを電極と物理的に接触させる目的で第１のコンパートメント９０２ａに入
れることができる。
【００４８】
　第１のコンパートメント９０２ａは、切り込み９０３（その各々は電極の底面を支える
ためのランド面９０３ａを有する）と、電極が第１のコンパートメント９０２ａに挿入で
きるように経由する通路を画定するチャネル９０４とを更に有する。或いは、アダプタ９
００内の電極は９０２ａの頂部から実装することができる。アダプタ９００の外壁の溝９
０５を用いて、アダプタ９００を実装装置の所定の位置にしっかりと保持することができ
る。
【００４９】
　図１０は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１０００を示す。アダプタ１０００
は、内部円筒面１００２を含む本体１００１を有する。円筒面１００２は、電極アセンブ
リの電極を位置決めするための第１のコンパートメント１００２ａと、電極アセンブリの
導電性ゲルを受け入れるための第２のコンパートメント１００２ｂを画定する。コンパー
トメント１００２ａ、１００２ｂは互いに流体連通しており、これによって、第２のコン
パートメント１００２ｂ内の導電性ゲルを電極と物理的に接触させる目的で第１のコンパ
ートメント１００２ａに入れることができる。
【００５０】
　第１のコンパートメント１００２ａは、突出部１００３（その各々は電極の底面を支え
るためのランド面１００３ａを有する）と、電極を所定の位置に保持するための垂直バー
１００３ｂとを更に有する。チャネル１００４は、電極の導電体が第１のコンパートメン
ト１００２ａから離れて延在できるように経由する通路を画定する。アダプタ１０００内
の電極は第１のコンパートメント１００２ａの頂部から実装することができる。アダプタ
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１０００の外壁の溝１００５は、その頂部にアダプタ１０００の実装装置への実装を支持
する３個のフラップ状突出部１００６を有する。
【００５１】
　図１１は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１１００を示す。アダプタ１１００
は、内部円筒面１１０２を含む本体１１０１を有する。円筒面１１０２は、電極アセンブ
リの電極を位置決めするための第１のコンパートメント１１０２ａと、電極アセンブリの
大量の導電性ゲルを受け入れるための第２の幅広く延在するコンパートメント１１０２ｂ
を画定する。コンパートメント１１０２ａ、１１０２ｂは互いに流体連通しており、これ
によって、第２のコンパートメント１１０２ｂ内の導電性ゲルを電極と物理的に接触させ
る目的で第１のコンパートメント１１０２ａに入れることができる。
【００５２】
　第１のコンパートメント１１０２ａは、切り込み１１０３（その各々は電極の底面を支
えるためのランド面１１０３ａを有する）と、電極を保持するためのバー１１０４とを更
に有する。図１２に示すように、タブ１１０５は、アクセサリ要素１１１０を保持するた
めにバー１１０４の頂部から突出している。アクセサリ１１１０の底部１１１１はアダプ
タ１１００の頂部１１０６に取り付けられる。
【００５３】
　図１２に示すように、アクセサリ１１１０は、突出部１１１３を有する内部円筒面１１
１２を含み、突出部１１１３は、他の電極を位置決めするための水平突出部１１１３ａと
、電極を保持するための垂直バー１１１３ｂとを有する。円筒面１１１２は、電極アセン
ブリの電極を位置決めするための第１のコンパートメント１１１２ａと、導電性ゲルを受
け入れるための第２のコンパートメント１１１２ｂを画定している。コンパートメント１
１０２ａ、１１１２ｂ及び１１１２ａは互いに流体連通しており、これによって、第２の
コンパートメント１１１２ｂ内の導電性ゲルを両方の電極と物理的に接触させる目的で第
１のコンパートメント１１１２ａ及び１１０２ａに入れることができる。
【００５４】
　図１３は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１３００を示す。アダプタ１３００
は、２個の異なる本体、即ち、下部本体１００と上部本体１３０１を有する。内部表面１
３０２は、電極アセンブリの３個の異なる電極を位置決めするための第１のコンパートメ
ント１３０２ａと、電極アセンブリの導電性ゲルを受け入れるための第２のコンパートメ
ント１３０２ｂを画定している。コンパートメント１３０２ａ、１３０２ｂは互いに流体
連通しており、これによって、第２のコンパートメント１３０２ｂ内の導電性ゲルを電極
と物理的に接触させる目的で第１のコンパートメント１３０２ａに入れることができる。
【００５５】
　第１のコンパートメント１３０２ａは、３個のスロット１３０３を更に有し、その各々
は電極の底面を支えるためのランド面１３０３ａを有する。電極は、アクセサリ１３００
の頂部から３個のスロット１３０３の各々に実装することができる。
【００５６】
　図１４（ａ）及び１４（ｂ）は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１４００を示
す。アダプタ１４００はアダプタ１００を有し、そのコンパートメント１０２ｂは、導電
性ゲル１４０３で既に満たされており、１００の底面の着脱可能プラスチックシールド１
４０１で覆われている。アダプタ１００のコンパートメント１０２ａには電極１４０４が
プレロードされており、コンパートメント１０２ａの頂部の締め付けホルダキャップ１１
０で覆われている。
【００５７】
　図１５は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１５００を示す。アダプタ１５００
はアダプタ１００を有し、その外表面１０１は螺旋状溝１５０１を有する。溝１５０１の
設計は、アダプタ１００を実装装置の関連する開口部内に装着し、該開口部内でアダプタ
１５００が時計回り又は反時計回りに回転するように行う。
【００５８】
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　図１６（ａ）及び１６（ｂ）は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１６００を示
す。アダプタ１６００はアダプタ１００を有し、その外表面１０１はその各々の側におい
て、実装装置の関連する開口部内に滑り込ませるための２個の溝１６０１を有する。
【００５９】
　図１７は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１７００を示す。アダプタ１７００
はアダプタ１００を有し、そのコンパートメント１０２ｂは、導電性ゲル１７０３で既に
満たされており、１００の底面の着脱可能プラスチックシールド１７０１で覆われている
。更に、アダプタ１００のコンパートメント１０２ａには電極１７０４がプレロードされ
ており、コンパートメント１０２ａの頂部の着脱可能プラスチックシールド１７０２で覆
われている。
【００６０】
　図１８は、本発明に係る電極アセンブリのアダプタ１８００を示す。アダプタ１８００
はアダプタ１００を有し、そのコンパートメント１０２ｂは、導電性ゲル１８０２で既に
満たされており、１００の底面の着脱可能プラスチックシールド１８０１で覆われている
。アダプタ１００のコンパートメント１０２ａは締め付けホルダキャップ１１０で覆われ
ており、アダプタ本体１００の側面１０１も着脱可能プラスチックシールド１８０３で覆
われており、そこから電極１８０４をホルダ１００内に滑り込ませることができる。
【００６１】
　あるアダプタを追加して更なる機能性を得ることは実用的であろう。例えば、大型電極
の場合、電極領域外にゲルや塩溶液が漏れ出したり、刺激時に乾燥するといった問題が生
じる可能性がある。このような問題は、大型電極が可撓性でなければならないという事実
に一部起因する。従って、特定のアダプタを電極ホルダに追加して、構成要素を封じ込め
たり、構成要素の位置を固定することができる。
【００６２】
　一実施形態においては、堅いプラスチックインセットを頭皮にしっかりと固定し、この
ような漏れを防止する。他の実施形態においては、アダプタをプラスチックホルダの頂部
に置くキャップとして形成する。好ましい一実施形態においては、アダプタを２個の構成
要素上のタブで合わせて所定の位置にロックする。特に好ましい一実施形態においては、
タブをアダプタ上に設け、アダプタを所定の位置にロックするため、電極ホルダの内表面
に溝を形成する。他の実施形態においては、タブを電極ホルダの外表面に設置し、溝をア
ダプタ内に設置する。
【００６３】
　所定の電極ホルダをゲルの量に合わせ、電極ホルダを所定の位置に保持するために、種
々の方法がホルダに対して立案され、電極位置への実用的なアクセスや制御が行われてい
る。一実施形態においては、電極をホルダの頂部から特定の距離にあるリッジ（a set of
 ridges）に押し込む。他の実施形態においては、電極アダプタはリッジのレベルで開口
する側部を有し、電極をその側部から所定の位置に滑り込ませることができる。
【００６４】
　電極ホルダを身体、頭蓋又は頭皮に取り付けるため、ヘッドギアを後述のように用いる
ことができる。電極ホルダをヘッドギアに装着するため、電極ホルダを修正してヘッドギ
アへの装着を確実にすることができる。このような修正には、ロック機構やスナップ機構
、スクリュー機構の使用が挙げられる。また、電極ホルダをヘッドギアに固定するための
ハードウェアの設計に当たっては、電極ホルダを固定する際にホルダが修正され又は機能
的に作動して刺激が可能になるようにすることができる。一実施形態においては、電極ホ
ルダにゲルを封入し、電極ホルダをヘッドギアに装着する際にシールに穴を開ける。
【００６５】
　上述のように、最適な電極ホルダのサイズは、ゲル－頭皮接触面積や電極と皮膚との間
隔に最適な値の範囲に応じて変わる。一実施形態においては、ゲル－頭皮接触面積は７ｃ
ｍ2未満で０．０７ｃｍ2よりも大きい。好ましい一実施形態においては、接触面積は３ｃ
ｍ2未満で１ｃｍ2よりも大きい。電極ホルダの底部のオリフィスの寸法は論理的には上述
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の寸法から得られるが、ゲル－頭皮接触表面積と同一の面積が露出されるように構築され
る。
【００６６】
　本発明の安全目的には、電極と皮膚との間の間隔が最適となるのに十分な高さにホルダ
を設ける（即ち、頭皮に対して垂直な軸に沿って間隔が十分に長くなるように設置する）
ことが更に必要である。一実施形態においては、電極と皮膚との間隔は０．２５ｃｍ～１
．３ｃｍである。好ましい一実施形態においては、この間隔は０．５ｃｍ～０．８ｃｍで
ある。
【００６７】
　従って、最適なホルダの総体積は、ゲル－皮膚接触オリフィスの理想的な面積、電極と
皮膚との理想的な間隔に対応するのに必要な間隔（高さ）、及びホルダの内部輪郭及び形
状によって決まる。内部ホルダの寸法は、刺激時に用いるゲルの適切な量にも対応できる
ようにすべきである。一実施形態においては、ゲルの量は０．１ｍＬ～１０ｍＬである。
好ましい一実施形態においては、ゲルの量は０．５ｍＬ～５ｍＬであり、好ましくは０．
５ｍＬ～１．５ｍＬである。
【００６８】
　上述のように、本発明者らは、電圧と感覚を最小限に抑えながら小型電極でかなりの電
流を流すことができることを見出した。しかし、電極は、痛みと電圧の両方を考慮した最
小サイズよりも大きい必要がある。小型から大型電極設計への移行においては、電極の電
圧容量に劇的な改善が見られ、電圧容量の増加はゲル－皮膚接触面積ではなく、金属－ゲ
ル接触面積に関係していた。従って、本発明の電極アセンブリには金属－ゲル界面面積を
増加させる方法を用いた。
【００６９】
　一実施形態においては、金属電極の特性を具体的に考慮する。電極はリング、ディスク
、ペレット又は他の形状を採ることができる。好ましい一実施形態においては、電極はリ
ング状であり、電極ホルダ内の特定の空間を占める最適な表面積を有するように設計され
ている。この線に沿って、電極のより複雑な変形を想定し、電極－ゲル接触表面積を増加
させて、本発明の洞察を利用することができる。一実施形態においては、金属－ゲル接触
面積はゲル－皮膚接触面積の５０％よりも大きい。他の実施形態においては、金属－ゲル
接触面積はゲル－皮膚接触面積の１００％よりも大きい。好ましい一実施形態においては
、ゲル内に露出した金属の垂直突出部を増加させて、ゲル－皮膚接触面積に対する金属－
ゲル接触面積を増加させる。
【００７０】
　好ましい一実施形態においては、増加した垂直突出部はペレット電極設計の形態を採る
。他の好ましい実施形態においては、金属の最大垂直寸法は水平直径の３倍よりも大きい
。他の好ましい実施形態においては、電極の最大垂直寸法は最大水平寸法よりも小さい。
【００７１】
　他の好ましい実施形態においては、電極金属－ゲル接触面積には前記金属電極の頂部及
び底部が含まれ、よって、（ゲルの頂部に載っている金属電極の場合と比べて）金属とゲ
ルとの接触面積を約２倍にする。他の実施形態においては、金属電極の表面を巻き込み、
リッジやスパイク、凹凸や曲線を利用する等によって金属－ゲル接触面積を増加させる。
更に好ましい実施形態においては、焼結プロセスによって金属－ゲル接触面積を増加させ
る。更に好ましい実施形態においては、焼結プロセスでＡｇＣｌを用いる。
【００７２】
　他の好ましい実施形態においては、電極の中心を空洞にしてゲル－金属接触面積を増加
させる。本明細書においては、このような実施形態をリング電極としても記載している。
他の好ましい実施形態においては、中空電極を電極ホルダの壁内に設ける。
【００７３】
　他の実施形態においては、複数の電極を用いてゲルに露出する電極表面積を最大にする
ように電極ホルダを構築する。好ましい一実施形態においては、同一ホルダ内で２個の電
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極を同時に用いることができるような追加のアクセサリ「スリーブ」をアダプタに設け、
露出表面積を２倍にする。他の好ましい実施形態においては、単一ホルダ内で３個の別々
の電極がゲルに十分に接触できるような３個の開口部をアダプタに形成し、露出表面積を
３倍に増加させる。
【００７４】
　図１９（ａ）～２１は、本発明に係る電極の幾つかの例を示す。
【００７５】
　図１９（ａ）及び１９（ｂ）は、本発明に係る電極１９００を示す。電極１９００は、
底面上に三角形のスパイク１９０１を有し、ゲルに接触する金属の表面積を増加させてい
る。
【００７６】
　図２０は、高さを例えば３倍増加させてゲル－金属接触表面積を増加させた電極２００
０を示す。電極２０００は電極アダプタ１００内に実装する。電極２０００の頂部２００
１と底部２００２は同一の表面積を有する。
【００７７】
　図２１は、螺旋形状に設計し、ゲルと接触する総表面積を増加させた電極２１００を示
す。電極２１００は、ゲルコンパートメント１０２ｂ内に完全に浸漬するように構成され
ている。
【００７８】
　上述の設計は、ゲルとそれに続いて浸漬する電極に対するコンパートメントが単一の場
合を示す。しかし、コンダクタンスを目的として、又はｐＨや温度、潜在的ビルドアップ
のより複雑な管理のために複数のゲルを設けることが望ましい場合がある。従って、本発
明の他の実施形態では、異なるゲルを含むことができる複数のコンパートメントを有する
ホルダリザーバを伴う。
【００７９】
　異なる電極物質は刺激時に異なる物理化学的作用を示すことができるため、電圧ビルド
アップと痛み感覚の両方を最小限に抑える上で幾つかの物質が他の物質に比べて望ましい
場合があることは明らかである。従って、電極の固体導体は金属、ゴム、導電性ゴム、Ａ
ｇ／ＡｇＣｌ、Ａｇ、金とすることができる。
【００８０】
　好ましい一実施形態においては、固体導体は焼結Ａｇ／ＡｇＣｌである。
【００８１】
　本発明の電極アセンブリは、その特に好ましい一実施形態において、頭皮に対し表面積
が約２ｃｍ2露出する円筒状で半剛性のプラスチック電極ホルダを有すると共に、頭皮オ
リフィスの上方約０．５ｃｍにある誘導リッジによって電極ホルダ側面内に挿入され、後
述の様相に記載の好ましい組成物のゲル１ｍＬに完全に浸された焼結ＡｇＣｌリング電極
を有する。
【００８２】
　刺激を確実に行い、神経頭蓋刺激時の安全性プロファイルを安定にするため、電極ゲル
と金属電極の接触が維持されると共に、電極ゲルと頭皮の接触が維持されるよう、電極と
頭皮との接続を十分に確実にする必要がある。前者の接触維持は上で詳述したようにプラ
スチックホルダによって行う。後者の接触維持には電極アセンブリ（好ましくは、複数の
電極アセンブリ）と頭部との接続が必要である。これを用いる上で最も実用的な方法は、
頭皮の所定の位置にプラスチックアセンブリを保持する「ヘッドギア」の一種である。従
って、頭部にプラスチックインセットを保持する技術は重要であり、本明細書に記載のよ
うに、最も実用的な利用に対して最適化することができる。
【００８３】
　ＥＥＧ等の幾つかの測定デバイスにおいては、定位置孔を有する可撓性キャップを用い
て頭部の定位置に電極アレイを位置決めする。実際、このような測定の場合、被験者によ
らない所定の定位置を用いることが好ましい。これに対し、プリセット（ＥＥＧ）位置を
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用いて刺激することも考えられるが、特定の刺激適用に呼応して頭皮の種々の特定位置に
電極を置くことができることは、刺激の有効性と安全性の両方にとって好ましい。これは
、脳領域の特定の標的を確実にすると共に、個人間の頭部サイズや輪郭の違いを明らかに
するのに必要である。本明細書に記載のヘッド（実装用）ギアは、本発明に記載のプラス
チックホルダに合うように設計されているが、本明細書に記載されていない電極やホルダ
にも適用することができる。
【００８４】
　一実施形態においては、頭部の前後又は左右を覆う可撓性バンドによって複数の電極ア
センブリを装着する。このバンドには、個々の電極アセンブリ用の空間が含まれると共に
、残りの頭部に回すサブバンドを接続するためのスロットが含まれており、各スロットに
は電極アセンブリ用の場所がバンドに沿って定間隔で設けられている。
【００８５】
　好ましい一実施形態においては、主バンドは頭部周囲を完全に覆っており、金具で接続
されている。
【００８６】
　図２６は、本発明に係る電極アセンブリ実装装置用の円形状バンド設計の一例を示す。
【００８７】
　ヘッドギア２６００は、調整可能なプラスチックヘッドバンド２６０１とファブリック
製Ｃ字形状の十字状バンド２６０４を有し、更にバンド２６０４の交差部に円形のファブ
リック製ディスク状領域２６０５も有する。ヘッドバンドの長さを増減させる円形ノブ２
６０３を設けるのが好ましい。ヘッドバンド２６０１の長さ全てに亘って、十字状バンド
２６０４を適切な位置に保持するための突起部２６０２が存在する。十字状バンド２６０
４はその各々の末端に、ヘッドバンド２６０１の突起部２６０２に合う穴２６０６を有す
る。ディスク状セクション２６０５は、電極アダプタ（例えば、上述のアダプタ１００、
８００、１３００、１４００、１５００、１７００又は５００）を収容する穴２６０７を
有する。十字状バンド２６０４は、ヘッドバンド２６０１の別々の突起部２６０２に沿っ
て調整し、ディスク状領域２６０５を頭部で正確に位置決めすることができる。
【００８８】
　他の好ましい実施形態においては、バンドは半円形状であり、中央の主バンドから分岐
するバンドによって頭部に固定する。
【００８９】
　図２３及び２４は、本発明に係る電極アセンブリ実装装置用の半円形状バンド設計の例
を示す。
【００９０】
　例えば、図２３に示す可撓性ヘッドバンド２３０１はウェビングバックル２３０２をそ
の一端に有し、頭部でのバンドの長さを調整する。種々のサブバンドアタッチメント２３
０３をバンド２３０１の穴２３０５に装着し、電極アダプタ（例えば、上述のアダプタ１
００、８００、１３００、１４００、１５００、１７００又は５００）のモジュール位置
決めを行うのが好ましい。ヘッドバンド又はサブバンド２３０４の別々の穴２３０５にア
ダプタを実装することができる。
【００９１】
　図２４は、プラスチック製「二重Ｃ字構造」十字状バンド２４００を示す。十字状バン
ド２４００の２個の主バンド間に追加の可撓性バンド２４０３を装着することができる。
十字状バンド２４００はその表面全体に沿って、種々の電極アダプタ（例えば、上述のア
ダプタ１００、８００、１３００、１４００、１５００、１７００又は５００）を実装す
るための多数の穴２４０４を有する。十字状バンド２４００の別々の穴２４０４を用いて
頭部の如何なる場所にも電極を有効に位置決めすることができる。
【００９２】
　他の好ましい実施形態においては、２個の主バンドが頭頂部上で「十字」を形成し、十
字状バンドの各可動アームの両端には可動電極ホルダが含まれる。
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【００９３】
　図２５は、本発明に係る頭部固定手段用十字状バンド設計の一例を示す。プラスチック
製十字状バンド２５０１は、互いに中心で交差する２個のプラスチックアーム２５０１ａ
及び２５０１ｂを有する。２個のアーム２５０１ａ及び２５０１ｂは中心に沿って動かす
ことができる。２個のアーム２５０１ａ及び２５０１ｂの中心部には、更なる電極アダプ
タ（例えば、上述のアダプタ１００、８００、１３００、１４００、１５００、１７００
又は５００）を装着するためのレセプタクル２５０４が設けられている。各アーム２５０
１ａ又は２５０１ｂの末端には、他のプラスチックアタッチメント２５０２を保持するた
めの可動Ｃ字状プラスチックホルダ２５０３が設けられている。プラスチックアタッチメ
ント２５０２に電極アダプタ（例えば、上述のアダプタ１００、８００、１３００、１４
００、１５００、１７００又は５００）を装着することができる。
【００９４】
　他の実施形態においては、頭部固定手段は「実装プレート」設計を伴い、これにはユニ
ットを所定の位置に保持する２個のバンドと２個以上のプレートが含まれ、その各々は主
バンドから分岐した、電極アセンブリ用の特定の可撓性又は所定の空間を有する。プレー
トは互いにヒンジによって接続されているため、頭部サイズや輪郭に合うように個々のプ
レートを調整することができ、正確な位置決めをすることができる。特に好ましい一実施
形態においては、３個のプレートが中央のバンドに接続されている。
【００９５】
　図２２は、本発明に係る電極アセンブリ実装装置用実装プレート設計の一例を示す。
【００９６】
　例えば、図２２は、電極のモジュラー位置決め用の多数の穴２２０２を有する円形プラ
スチックプレート２２００を示す。電極プレートは、ヒンジ接合２２０３によって互いに
装着された３個以上の異なる部分から成るのが好ましく、これによって別々のプレート２
２００を自由に動かすことができる。また、可撓性バンド２２０１には、頭部にプレート
を保持するためのプレートも装着されている。該プレートはその中心２２０７に小型の可
撓性バンド２２０６を装着するオリフィスを有する。小型の可撓性バンドはその末端に穴
を有し、プレート２２００のオリフィス２２０７の内縁に沿って設けられたタブ２２０５
をその穴に装着する。
【００９７】
　図２７（ａ）～２８はそれぞれ、半円形状バンド設計及び円形状バンド設計の変形例を
示しており、ここでは、サブバンドの代わりに可撓性アームが用いられているが、その各
々は近位端において半円形状又は円形状バンドに装着され、遠位端において電極アセンブ
リを受け入れており、これらアームを操作して、ユーザの頭蓋皮膚表面上で電極アセンブ
リをフレキシブルに位置決めすることができる。
【００９８】
　図２７（ａ）及び２７（ｂ）は、プラスチック製半円形状ヘッドバンド２７００を示す
が、５個の可撓性可動アーム２７０１がヘッドバンド２７００の上部表面２７００ａから
放射状に広がっている。各アームはＣ字状のプラスチックカップ２７０２を有し、これに
よって他のプラスチックピース２７０３を保持する。各プラスチックピース２７０３は、
電極アダプタ（例えば、上述のアダプタ１００、８００、１３００、１４００、１５００
、１７００又は５００のいずれか）を保持する。別々のアーム２７０１を動かすことによ
って、電極を頭部の如何なる場所でも位置決めすることができる。
【００９９】
　図２８は、円形状の調整可能なプラスチックヘッドバンド２８００を示すが、ヘッドバ
ンド２８００の長さ全体に亘って溝２８０２が設けられている。小型のプラスチック製ス
ライダタブ２８０１が溝２８０２から突出しており、溝２８０２内で突出した可撓性アー
ムを滑らせるように操作することができる。各アームにはＣ字状のプラスチックカップ２
７０２を設けるのが好ましく、これによって他のプラスチックピース２７０３を保持する
。各プラスチックピース２７０３は、電極アダプタ（例えば、上述のアダプタ１００、８
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００、１３００、１４００、１５００、１７００又は５００のいずれか）を保持する。溝
２８０２内で別々のアーム２７０１を動かすことによって、電極を頭部の如何なる場所で
も位置決めすることができる。
【０１００】
　他の実施形態においては、可撓性ＥＥＧキャップを修正して任意に電極を位置決めする
ことができる。好ましい一実施形態においては、可撓性ＥＥＧキャップの特定の位置にサ
ブバンドを置く。
【０１０１】
　更に他の実施形態においては、テープ、接着剤、クリップ又はリッジを用いて電極を頭
皮に装着する。
【０１０２】
　神経頭蓋電極用電極アセンブリの位置決めに適した、バンドと開口領域で構成されるヘ
ッドギアについて説明している。神経頭蓋刺激について記載された方法と共に当業者に公
知の脳刺激に関する他の技法を用いることが可能であるが、必要に応じて神経頭蓋システ
ム又は他の刺激技法に対して修正を行うことが要求される。このような他の脳刺激技法と
しては、経頭蓋磁気刺激や経頭蓋直流刺激、脳深部刺激、迷走神経刺激、頭蓋上刺激、経
皮電気刺激、経頭蓋電気刺激が挙げられる。別の一実施形態においては、神経頭蓋刺激と
頭蓋又は身体の他の箇所に位置する電極（例えば、頭部外電極）による刺激とを積極的に
組み合わせることもできる。特定の一実施形態においては、電源を１個の神経頭蓋電極と
身体上の他の電極とに接続する。身体上の追加電極は当業者に公知の種々の形態を採って
もよく、神経頭蓋刺激用に開発された技術を採用してもよい。
【０１０３】
　本発明は、その第２の様相において、神経頭蓋刺激時のピリピリ感、感覚、不快感、傷
害、熱傷、知覚、炎症、痛み又は発赤を軽減するための方法であって、神経頭蓋刺激デバ
イスと共に、本発明で詳述の電極装置を用いることを含む方法を提供する。本発明は如何
なる神経頭蓋刺激技法にも関するが、本発明は特に経頭蓋刺激に有用であり、特に、経頭
蓋直流刺激に適用される。理想的な実施形態においては、該方法は上述の電極装置、即ち
、選択電極と、本発明に記載のゲル及び封じ込めアダプタを有する電極ホルダと、上述の
頭部装着の特定手段とを有する電極装置を用いることを含む。
【０１０４】
　本発明は、その第３の様相において、ピリピリ感、感覚、不快感、傷害、熱傷、知覚、
炎症、痛み又は発赤を軽減又は防止する神経頭蓋刺激ゲル用組成物を提供する。
【０１０５】
　従来、ゲルは頭蓋電極と共に用いられてきたが、主にＥＥＧ等のモニター用途、又は一
般の低電流刺激用であった。この種のゲルは、効果的な神経頭蓋刺激に必要な高電流・適
用時間（例えば、最大２ｍＡで２０分超）に合うようには設計されておらず、このような
ゲルは、患者を痛みや不快感から守るのに十分ではないであろうと一般に考えられている
。しかし、本発明者らは、意外にも、ゲルを用いて不快感を最小限に抑えながら、このよ
うな高電流や長時間の刺激が行えることを見出した。本発明では、痛みや不快感を最小限
に抑えながら頭皮に所望の電流を効果的に送達できることを本発明者らが見出した特定の
組成物を提供する。
【０１０６】
　また、電極やゲルの物理的変化（例えば、電気刺激時の電位やｐＨ、温度の変化）が刺
激を受ける被験者の痛みや感度の予測因子となるであろうことは当然のこととして予想さ
れたが、本発明者らは、意外にも、刺激時にゲルのｐＨや温度が変化しなくても被験者が
痛みを経験し得ることを見出した。また、電極電圧の上昇を制限すればｐＨや温度の変化
を抑制することができるが、必ずしも痛みはなくならない。例えば、レクトロン（Lectro
n）ＩＩゲルは、電極電位ビルドアップやｐＨ変化に対する防御は最も大きいと思われる
が、本発明者らのＣＣＮＹ－４ゲルに比べて強い痛覚をもたらす。従って、本発明の神経
頭蓋用途の安全且つ有効なゲルに関しては、ｐＨや温度以外の特性を考慮する必要がある
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【０１０７】
　本発明者らは、神経頭蓋刺激時の痛みや不快感に対して良好な防御を維持しながら効率
的な電流送達を可能とする最適なゲルは特定のコア構成要素を有することを見出したが、
その構成要素としては、１）特性をサポートする機能を有するポリマー、２）皮膚に作用
して浸透性を増大及び／又は皮膚抵抗率を変化させるように機能する界面活性剤、３）ゲ
ル水和を維持するように機能する湿潤剤、４）電気伝導度を上昇させるように機能する塩
、５）水、及び６）防腐剤又は他の化学品が挙げられる。これらは適切なゲルの一般的な
構成要素であるが、ゲルの性能は調製後のその全特性に関連することが分かっている。成
分としてのこれらの構成要素の各々は他の構成要素の機能を果たす場合があり、例えば、
界面活性剤が塩を有することもあれば、ポリマーが水和特性を有することもある。他の例
として、塩以外の物質（例えば、ポリマーや界面活性剤）によって伝導度が得られる場合
には塩を除外することができる。従って、このリストは重要な成分として、又は達成すべ
きコア機能のリストとして解釈することができる。
【０１０８】
　しかし、このような特性を有する処方例を医療用電極に関して見出すことができるが、
意外にも、特定の処方が本発明者らの用途に特に適していることを見出した。図３７は試
験したゲルのサンプルを示しており、その一般的な組成特徴や他の物理的特性が記載され
ている。これらのゲルは全て同様の特徴を有し、金属電極と共に用いることができるが、
ＣＣＮＹゲルのみは、用いた各電極に対する痛みの反応が最小限であることを示すことが
できた（本特許の図３４及び３５も参照のこと）。本発明者らは、通常の電極ゲルはゲル
の基剤として用いることができるが、高電流を用いた神経頭蓋刺激時の痛みや不快感を防
ぐには十分でないことを見出した。従って、電極用途の導電性ゲルとして当該技術分野で
公知のゲル（例えば、シグナ（Signa）ゲルやスペクトラ（Spectra）３６０、テンシヴ（
Tensive）、リダックス（Redux）、１０９０バイオゲル（BioGel）、レクトロン）はゲル
の基剤又は基礎組成として適切であるが、痛みや不快感を最小限に抑えながら効果的に機
能させるためには、本明細書で詳述する更なる特定の構成要素を追加する必要がある。
【０１０９】
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【０１１０】
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【表２】

【０１１１】
　特別に考慮する点としては、ゲルの特性を望ましいように又は望ましくないように変化
させることができる、システムを流れる電流の存在が挙げられる。望ましくない変化の一
例は、ＤＣ刺激時に電極周辺にカプセル層が形成されることであるという本発明者らの知
見である。他の特別に考慮する点としては、如何に電流がゲル構成要素の作用や送達に望
ましいように又は望ましくないように影響を及ぼすかということも挙げられる。更に他の
望ましくない例としては、有害物質の電気的送達が挙げられる。これに対し、望ましい例
としては、鎮痛物質の特異的な送達を挙げることができる。更に他の特別に考慮する点は
、皮膚上での電気とゲル構成要素との相乗作用又は拮抗作用である。相乗作用の例として
は、界面活性剤と電気刺激による皮膚抵抗の低下が挙げられる。更なる例や説明を実施形
態に示す。これらの知見に基づき、医療用電極ゲルを本発明者らの用途に対して特に設計
する必要があることは明らかである。特定の種類の成分や機能の各々を最適化する必要が
ある。
【０１１２】
　ゲルに湿潤剤を用いてゲル水和を維持することができる。湿潤剤としてはプロピレング
リコール等の物質が挙げられるが、エタノールの有無に関わらず処方することができる。
プロピレングリコールは防腐剤としても機能することができる。プロピレングリコールは
皮膚の発赤をもたらすこともあるため、その濃度を調節する必要がある。一実施形態にお
いては、プロピレングリコールを１μＭ～１０ｍＭの濃度で配合する。好ましい一実施形
態においては、プロピレングリコールを１μＭ～１ｍＭの濃度で配合する。更に好ましい
一実施形態においては、プロピレングリコールを１μＭ～５０μＭの濃度で配合する。
【０１１３】
　油を可溶化する界面活性剤（例えば、イオン性界面活性剤や非イオン性界面活性剤）を
ゲルに配合することができる。皮膚上の油層を可溶化する剤、又は皮膚に浸透する剤を用
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いることができる。これらは皮膚抵抗を低下させる上で特に有用である。その例としては
、ヘキサメタリン酸ナトリウムやリン酸三ナトリウム、アトラス・ケミカル（Atlas Chem
icals）製のトゥイーン（TWEEN）やスパン（SPAN）等の製品が挙げられる。一実施形態に
おいては、ゲルには０．５～５％のヘキサメタリン酸ナトリウムが含まれる。好ましい一
実施形態においては、１％組成のヘキサメタリン酸ナトリウムゲルが好ましい。
【０１１４】
　特殊なプラスチックホルダに対して適切なゲル粘度を調整する必要がある。当業者によ
く知られている種々の技法を用いてポリマーを処方することができるが、電流を流すこと
ができるように設計する必要がある。特定の一実施形態においては、ポリマー又はポリマ
ー剤にヒドロキシセルロースを用いることができる。
【０１１５】
　用いるポリマーはベース液体に溶解することができる。適切な液体としては、水やアル
コール、アセトン、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ
）、極性溶媒が挙げられる。水、アルコール及びその混合液が好ましい。架橋剤等の更な
る剤を添加して粘度等のゲル特性を調整することができる。光子、熱処理又は化学処理（
例えば、脱プロトン化や酸化、還元が挙げられるが、これらに限定されない）によってポ
リマーを硬化又は架橋することができる。一実施形態においては、１０，０００～１，０
００，０００ＣＰＳの粘度を用いるが、１５０，０００～２００，０００ＣＰＳの粘度が
より好ましい。他の実施形態においては、ゲルの粘度は、送達の際に脱水、温度変化又は
皮膚接触によって変化する。好ましい一実施形態においては、約２５℃から３７℃への温
度変化の際に粘度が上昇する。他の好ましい実施形態においては、空気、皮膚又はホルダ
表面への接触の際に粘度が低下する。粘度の変化は、本発明に記載のように、空気又は皮
膚への曝露によって媒介又は誘発することができる。例えば、位置決め表面に取り付けら
れ、アダプタのオリフィス上に延在するシール部材を有するアダプタを用いることによっ
て、このシール部材を剥離するように、又はそこへ穴を開けるように構成する。一実施形
態においては、ゲルにはアルコールが含まれる。他の実施形態においては、ゲルの凝固は
温度の上昇に伴って生じるが、他の実施形態においては、温度の低下に伴って生じる。別
の一実施形態においては、ゲルの溶媒はより低圧で蒸発し、固形物を後に残して粘度が変
化する。また、更なる成分を用いて、ゲルの粘度又は他の関連する特性、例えば、「ダイ
ラタント」（即ち、攪拌によって粘度が上昇する）を調整することができる。得られる高
粘度によってシールの自由な動きが制限されよう。チキソトロピー流体の場合、攪拌によ
ってゲル粘度が低下する。可塑性流体の添加又は存在によって粘度が変化する。
【０１１６】
　ゲルの処方の鍵となるのは電解質である。本明細書において、電解質とは液体中でイオ
ン化する如何なる物質をも指す。電解質は金属電極又は生体組織内にあるイオンを含むこ
とができる。適切な物質の例としては、イオン化塩や酸又は塩基の塩、緩衝溶液が挙げら
れる。無機塩の例としては、塩化カリウムや硫酸ナトリウムが挙げられ、有機酸又は塩と
しては、クエン酸やクエン酸カリウム、酢酸カリウム等が挙げられる。
【０１１７】
　従来、電極設計は皮膚や組織に当接する電極の抵抗率を上昇させるように為されていた
が、その理由は、皮膚／組織に対する電極／ゲルの伝導度が上昇すると、電極の縁に電流
が集中し、それに伴って痛み／不快感の問題が生じると考えられていたためである。これ
を支持するモデリング研究にはＤＣ刺激が含まれる。しかし、本発明者らは、意外にも、
伝導度を上昇させたゲル（例えば、Ｃｌ-伝導度を上昇させたゲル）によって不快感が軽
減する場合が多いことを見出した。
【０１１８】
　好ましい一実施形態においては、添加塩としては、塩として添加される、及び／又は生
理食塩水基剤に存在するＮａＣｌが挙げられる。二種以上の塩を用いることができる。Ｎ
ａＣｌを補充する場合には、基剤１００ｇ当たり０．１～５０ｇのＮａＣｌを添加する等
が可能である。特に好ましい一実施形態においては、水中の電解質濃度は０．０１～１５
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重量％であり、０．２５～４％が好ましく、０．５～２．５％がより好ましい。最も好ま
しい実施形態においては、ゲルにはＮａＣｌが約２重量％の濃度で含まれている。
【０１１９】
　上述の中心概念に加え、ゲルには香料や着色剤、防腐剤等の種々の添加剤を含ませるこ
とができる。適切な物質は当該技術分野で通常用いられているものである。皮膚を保護又
は回復させるように作用する特別な添加剤としては、酒石酸水素カリウムやココナツオイ
ル、硫酸化ヒマシ油、アロエベラ、アロエ・バーバデンシス葉汁、グリセリン、合成ミツ
ロウ、セテアリルアルコール、酢酸カルシウム、ビタミンＥ、Ａ及びＤが挙げられる。リ
ドカインやベンゾカイン、その誘導体等の局所麻酔薬をゲルに添加することができる。一
実施形態においては、ゲルにベンゾカイン６％を配合する。好ましい一実施形態において
は、ベンゾカイン６％を含むラナケインを１～５０重量％（より好ましくは約２～１０％
）でゲルに希釈する。他の好ましい実施形態においては、リドカイン２．５％及び／又は
プリロカイン２．５％をゲルに配合する。他の実施形態においては、フォーゲラ（Fouger
a）で販売のリドカイン／プリロカイン２．５／２．５％クリームをゲルに１～５０重量
％で配合する。他の実施形態においては、ドーク・デマトロジクス（Doak Dematologics 
）で販売のアマントル（Amantle）をゲルに１～５０重量％で配合する。
【０１２０】
　本発明者らは、重要な特性について確認し、また、そのような特性を有する特定のゲル
を用いて神経頭蓋刺激時の痛みや不快感を最小限に抑えることができることを確認した。
従って、最も好ましい実施形態においては、本発明の電極ゲルは、ポリマー、湿潤剤、逆
浸透水、界面活性剤、着色料及び塩化ナトリウム（０．５％生理食塩水基剤にＮａＣｌを
補充）を含む（ＣＣＮＹ－４）。別の好ましい一実施形態においては、ゲルは更に麻酔剤
としての約リドカイン又はベンゾカイン２．５％を含む（ＣＣＮＹ－５）。
【０１２１】
　本発明は、その第４の様相において、頭蓋神経刺激時のピリピリ感、感覚、不快感、傷
害、熱傷、知覚、炎症、痛み又は発赤を軽減するための方法であって、カソード又はアノ
ードにおける電解質の消失又は生成をサポートする（１）ゲルと（２）固体導体との適切
な組み合わせを選択することを含む方法を提供する。
【０１２２】
　従って、本発明は、その第５の様相において、頭蓋神経刺激時のピリピリ感、感覚、不
快感、傷害、熱傷、知覚、炎症、痛み又は発赤を軽減又は防止することができる（１）ゲ
ルと（２）電極の固体導体との特定の組み合わせを提供する。
【０１２３】
　上述のゲルについての考察から明らかなように、電極アセンブリの設計には、ゲルのｐ
Ｈや温度を単に制限することを超えたステップが要求されるであろう。本発明者らは、電
極と神経頭蓋刺激に用いるゲルを特異的にマッチさせることが特に有効な戦略であること
を見出した。複数の実施形態においては、用いるゲル／電極の組み合わせが固体導体の活
性電解質の生成又は消失をサポートすることが電気化学的知識に基づき予測されている。
【０１２４】
　電解質ゲルと用いる電極とのマッチングに関して、電極における電極電解質の生成又は
消失をサポートする如何なる金属／ゲル構成も電圧を最小限に抑えるであろうと通常考え
られている。ＡｇＣｌから成る好ましい電極の適切な例として、ＡｇＣｌの生成／消失が
電極電圧を最小限に抑えるであろうと通常考えられている。
【０１２５】
　しかし、本発明者らはこれに関して新しい発見を得た。本発明者らは、この反応を「過
剰に」サポートした幾つかの構成が実際には、該反応を同レベルにはサポートしなかった
構成に比べて痛みの軽減に対しあまり作用しなかったことを見出した。例えば、Ｃｌ-を
有しないゲル（レクトロンＩＩ）を用いた場合、Ｃｌ-を有する他のゲル（シグナ）と比
べて、電位が低下した（従って、実行時間が増大した）が、レクトロンＩＩは、Ｃｌ-を
必要とするこのような反応を名目上はあまりサポートしなかった。
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【０１２６】
　従って、伝導性に関する上述の知見と組み合わせて、本発明者らは、電気伝導度が最適
レベルのゲルを設計した。好ましい一実施形態においては、ゲルの塩含有量は理想的であ
る。更に好ましい一実施形態においては、後述のように、Ｃｌ-レベルが理想的なゲルを
設計した。好ましい実施形態においては、ゲルの電気伝導度は０．５Ｓ／ｍ～１０Ｓ／ｍ
である。更に好ましい一実施形態においては、電気伝導度は１Ｓ／ｍ～６Ｓ／ｍである。
最も好ましい実施形態においては、電気伝導度は４Ｓ／ｍ～５Ｓ／ｍである。他の実施形
態においては、ゲルの熱伝導度は０．０１Ｗ／ｍ．Ｃ～０．０５Ｗ／ｍ．Ｃである。最も
好ましい実施形態においては、熱伝導度は０．０２５Ｗ／ｍ．Ｃ～０．０３５Ｗ／ｍ．Ｃ
である。
【０１２７】
　使用対象の電気化学システム（即ち、電極及びゲル）を更に検討することによって、所
定の電極システムにおける特定のゲルパラメータが得られる。一実施形態においては、金
属電解質ＭＸは「陰」電極における１個の電子の付加によってＭ＋Ｘ-（ａｑ）に変化し
、Ｍは「陽電極」におけるＸ-（ａｑ）イオンの受容と電子の放出によってＭＸに変化す
る。他の実施形態においては、ＭＸは「陽」電極における１個の電子の除去によってＭ+

＋Ｘ（ａｑ）に変化し、Ｍは「陰電極」におけるＭ+（ａｑ）イオンの受容と電子の受容
によってＭＸに変化する。これらの実施形態においては、Ｘは塩素やヨウ素等のハライド
であることができ、Ｍは、ＭＸが電気伝導性物質であり、ＭからＭＸへの変化やＭＸから
Ｍへの変化が電気化学的に可逆反応又は不可逆反応となるような如何なる金属であっても
よい。好ましい一実施形態においては、金属陽電極及び陰電極の両方ともＡｇＣｌであり
、イオンはＣｌである。特に好ましい一実施形態においては、Ｃｌ含有ゲルと接触するＡ
ｇＣｌの表面積は、４０クーロンの電荷移動当たり０．５ｃｍ2よりも大きい。他の特に
好ましい実施形態においては、陽電極と陰電極の金属は同一ではない。このような一実施
形態においては、一方の電極はＡｇであり、他方はＡｇＣｌである。電極の気孔率は０％
（完全に密）～５０％（平均孔径：１μｍ～１００μｍ）である必要がある。
【０１２８】
　他の実施形態においては、耐食性金属電極（例えば、ステンレス鋼合金や金、アルミニ
ウム、ニッケル、銅が挙げられるが、これらに限定されない）プレート又はメッシュ、或
いは導電性カーボンパッド、ウィーブ又はメッシュが電流コレクタとして作用し、中性塩
ＭＸは水に溶解した際にＭ+とＸ-を生成する。電極に電位を印加した際に、「陰」電極で
はＨ2ガスが放出し、「陽」電極では種Ｘ（この場合、種Ｘは塩素又はヨウ素とすること
ができる）が堆積／放出する。一実施形態においては、金属電極は白金である。特に好ま
しい一実施形態においては、ゲルと接触するＰｔの表面積は４０クーロンの電荷移動当た
り０．５ｃｍ2よりも大きい。電極の気孔率は０％（完全に密）～５０％（平均孔径：１
μｍ～１００μｍ）である必要がある。
【０１２９】
　幾つかの用途においては、二種以上のゲル又は電解質層を用いる。一実施形態において
は、電荷の移動は、Ｘｎ-がゲル、ペースト又は水和フィルム電解質を通過し、皮膚や他
の体内組織を経由した後、皮膚から再び現れて第２のゲル、ペースト又は水和フィルム電
解質に至るように行われる。対イオンのＭｎ+は存在する必要があり、電荷を運ぶことも
できる。好ましい一実施形態においては、Ｍ及びＸは生体液又は生体組織に通常存在する
イオンから選択される。
【０１３０】
　一以上のゲルに関する上述の説明における特に好ましい一実施形態においては、ＸはＣ
ｌであり、ＭはＡｇである。好ましい一実施形態においては、ゲルのＸの濃度は、生体組
織（例えば、皮膚）や生体液に存在するＸの濃度に近似するように選択する。特に好まし
い一実施形態においては、Ａｇ+Ｃｌ-の濃度は１０ｍＭ～２００ｍＭである。他の好まし
い実施形態においては、ゲルのＸの濃度は、生体組織に通常存在するＸの濃度を超えるよ
うに選択する。更に好ましい一実施形態においては、ゲルの［Ａｇ］及び［Ｃｌ］の濃度
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は２００ｍＭ～２Ｍである。他の好ましい実施形態においては、生体液や生体組織内に通
常見出される２種以上のイオンがゲル内に存在する。特に好ましい一実施形態においては
、イオンの濃度は、生体液や生体組織内に通常存在するイオンの濃度に近似する。更に好
ましい一実施形態においては、ゲルの５種のイオンの濃度は、生体液や生体組織内の５種
のイオンの濃度に近似する。このようなイオンは、組織内のより優性又は活性なイオン、
或いはより可動性のイオンに対応することができる。このようなイオンとしては、Ｎａや
Ｋ、Ｃｌ、Ｃａ、Ｍｇを挙げることができる。好ましい一実施形態においては、ゲルのＸ
-のピーク又は平均電流密度は０．１ｍＡ／ｃｍ2よりも大きく、１０ｍＡ／ｃｍ2未満で
ある。
【０１３１】
　他の実施形態においては、Ｘ-はゲル、ペースト又は水和フィルム電解質を通過して皮
膚に運ばれるが、ここでＸ-は皮膚を通して電荷を種Ｙに運び、Ｘは堆積又は放出され、
種Ｙは必要な電荷バランスによってＹ-になる。次に、種Ｙ-は皮膚及び体内組織を経由し
て第２のゲル、ペースト又は水和フィルム電解質に運ばれるが、ここで種Ｙは放出又は堆
積され、種Ｘは必要な電荷バランスによって種Ｘ-に変化する。次に、種Ｘ-は第２の電極
へ運ばれ、上述の電気化学反応を受ける。従って、Ｍ+はゲル、ペースト又は水和フィル
ム電解質を通過して皮膚に運ばれることができるが、ここでＭ+は皮膚を通して電荷を種
Ｎに運び、Ｍは堆積又は放出され、種Ｎは必要な電荷バランスによってＮ-になる。次に
、種Ｎ-は皮膚及び体内組織を経由して第２のゲル、ペースト又は水和フィルム電解質に
運ばれるが、ここで種Ｎは放出又は堆積され、種Ｍは必要な電荷バランスによって種Ｍ+

に変化する。次に、種Ｍ+は第２の電極へ運ばれ、上述の電気化学反応を受ける。好まし
い一実施形態においては、Ｘ-は、通常体内に相当な濃度では存在しないイオンから選択
する。更に好ましい一実施形態においては、Ｘ-は塩化物イオン又はヨウ素イオンである
。好ましい一実施形態においては、Ｘ及びＹの電荷移動密度は、ゲル－皮膚接触面積０．
５ｃｍ2当たり１クーロンよりも大きいが、ゲル－皮膚接触面積０．５ｃｍ2当たり１００
クーロン未満である。他の好ましい実施形態においては、上述の反応を防止するため、通
常は生体組織や生体液に相当な量で存在しないイオンをゲルから除外する。更に好ましい
一実施形態においては、生体組織に相当な量で存在しないゲル内イオンの活量は１ｍＭ未
満である。生体組織に通常存在するイオンを含有させるか又は除外するかは、最終的には
、上述の全ての設計因子（例えば、発生電圧や望ましくない電気化学的産物の抑制、ピリ
ピリ感の軽減等）によって決まる。本発明で示すように、ゲル組成物の設計や選択を適切
に行うことは、安全且つ有効な神経頭蓋刺激に必要である。
【０１３２】
　他の実施形態においては、電解質媒体は、セルロース、セルロース誘導体又は修飾物か
ら成るペースト、又は水中濃度が任意である塩ＭＸから成る塩水溶液と混合した天然繊維
であり、ここで、Ｍはナトリウム、カリウム、マグネシウム又は銀、Ｘは塩素又はヨウ素
であり、塩水中の塩濃度は１０～２００ｍＭであり、ローションに対する塩水の比率は、
最小粘度を１００ＣＰＳ、最大粘度を１００，０００ＣＰＳに維持しながら、伝導度を１
０-3Ｓ／ｃｍのオーダー又はそれ以上に維持するような値である。
【０１３３】
　他の実施形態においては、電解質媒体は、セルロース、セルロース誘導体又は修飾物か
ら成るペースト、又は水中濃度が任意である塩ＭＸから成る塩水溶液と混合した天然繊維
であり、ここで、Ｍはナトリウム、カリウム、マグネシウム又は銀、Ｘは塩素又はヨウ素
であり、塩水中の塩濃度は１０～２００ｍＭであり、ローションに対する塩水の比率は、
最小粘度を１００ＣＰＳ、最大粘度を１００，０００ＣＰＳに維持しながら、伝導度を１
０-3Ｓ／ｃｍのオーダー又はそれ以上に維持するような値である。
【０１３４】
　他の実施形態においては、如何なる親水性フィルム又は膜（例えば、天然スポンジやポ
リエチレンオキシド、分子量が１００，０００を超える高分子量フッ素化ポリマーが挙げ
られるが、これらに限定されない）も塩水溶液で水和されるが、この溶液は、水中濃度が
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任意の塩ＭＸから成り、Ｍはナトリウム、カリウム、マグネシウム又は銀、Ｘは塩素又は
ヨウ素であり、塩水中の塩濃度は１０～２００ｍＭであり、ローションに対する塩水の比
率は、最小粘度を１００ＣＰＳ、最大粘度を１００，０００ＣＰＳに維持しながら、伝導
度を１０-3Ｓ／ｃｍのオーダー又はそれ以上に維持するような値である。該フィルムの硬
化又は架橋は、光子、熱処理又は化学処理（例えば、脱プロトン化や酸化、還元が挙げら
れるが、これらに限定されない）によって行うことができる。
【０１３５】
　不快感のレベルを低く維持しながら電気化学的性能を改善するため、更なる特定の電解
質を用いることができる。一実施形態においては、上述の塩水溶液に加えて、海水の形態
（１００ｍＭ～５００ｍＭ溶液）の支持電解質を用いる（ＮａＣｌ、ＭｇＣｌ2又はＫＣ
ｌとすることができるが、これらに限定されない）。
【０１３６】
　電解質及び電極用の支持物質は本発明の目的のために特異的に設計される。一実施形態
においては、非反応性セラミックや非導電性セラミック（例えば、Ａｌ2Ｏ3やＴｉＯ2が
挙げられるが、これらに限定されない）であり、この場合、ホルダは多孔質であってもな
くてもよい。多孔質の場合、ポアサイズは３０μｍ～５００μｍである。他の実施形態に
おいては、非反応性ポリマーや非導電性ポリマー（例えば、ＰＶＤＦやＰＶＣ、アクリル
ポリマー、ＡＢＳが挙げられるが、これらに限定されない）であり、この場合、ホルダは
多孔質であってもなくてもよい。多孔質の場合、ポアサイズは３０μｍ～５００μｍであ
る。他の実施形態においては、非反応性ポリマーや非導電性ポリマーとセラミックとの複
合体（ポリマーはＰＶＤＦやＰＶＣ、アクリルポリマー、ＡＢＳとすることができるが、
これらに限定されず、セラミックはＡｌ2Ｏ3やＴｉＯ2とすることができるが、これらに
限定されない）であり、この場合、ホルダは多孔質であってもなくてもよい。多孔質の場
合、ポアサイズは３０μｍ～５００μｍである。
【０１３７】
　組み合わせに用いるのに適した固体導体としては、皮膚における電流の印加又はそのモ
ニター用に当該技術分野で通常用いられるものが挙げられる。電極用のこのような適切な
導体の例としては、ゴムやＡｇ、Ａｇ／ＡｇＣｌが挙げられる。好ましい一実施形態にお
いては、電極用固体導体は焼結ＡｇＣｌである。
【０１３８】
　上述のように、組み合わせはゲルと電解質から成るが、これらは組み合わせると、電気
化学的知識に基づき、固体導体の活性電解質の生成又は消失をサポートすることが予測さ
れている。好ましい一実施形態においては、電極／ゲルの組み合わせは、アノード及びカ
ソードにおいて、それぞれＡｇＣｌの生成及び消失をサポートすることが予測されている
。特に好ましい一実施形態においては、組み合わせはＡｇ又はＡｇ／ＡｇＣｌ固体導体と
ＣＣＮＹ－４ゲルとから成る。
【０１３９】
　本発明は、その第６の様相において、神経頭蓋刺激時のピリピリ感、感覚、不快感、傷
害、熱傷、知覚、炎症、痛み又は発赤を軽減するための方法であって、
　適切な電極－皮膚接触面積を選択する工程、
　適切な金属電極材料を選択する工程、
　電極形状を選択する工程、
　剛性又は半剛性ホルダを選択する工程、
　適切なゲルを選択する工程、
　ゲル又は皮膚に適用させる化学品を選択する工程、
　ゲル／皮膚の温度を選択する工程、
　ゲルの形状と量、ゲルに対する電極の位置、及びゲルに曝露する皮膚の部分を決定する
ホルダにおいて電極とゲルを組み合わせる工程、
　皮膚の下準備をする工程、
　適切な装着手段を用いて個人の頭部にアセンブリを装着する工程、
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　電極抵抗をチェックする工程、及び／又は
　皮膚に適用するコンディショニング電気波形を選択する工程を含む方法を提供する。
【０１４０】
　本発明に係る一実施形態においては、電極の形状は、ペレット、リング、くぼみ面、鋸
状面、凹面、凸面、蹄鉄形状、正方形、ダイヤフラム及びディスクから成る群から選択さ
れる。好ましい一実施形態においては、電極形状はリングである。更に好ましい一実施形
態においては、リング外径はリング厚みの３倍よりも大きい。更に他の好ましい実施形態
においては、リング内径はリング外径の５０％よりも大きい。
【０１４１】
　他の好ましい実施形態においては、電極形状はペレットである。より好ましい一実施形
態においては、ペレット長はペレット径の３倍よりも大きい。
【０１４２】
　他の実施形態においては、ゲルは、改変された既存の電極ゲル、既存の基剤ゲル（シグ
ナやスペクトラ、テンシヴ、レクトロンＩＩ、リダックス等）から成る群から選択される
。好ましい一実施形態においては、ゲルは、更なる塩を含有するシグナの改変型又はＣＣ
ＮＹ－４である。特に好ましい一実施形態においては、ゲルはＣＣＮＹ－４である。
【０１４３】
　他の実施形態においては、温度は約１０～４５℃から成る範囲から選択される。好まし
い一実施形態においては、温度は１０～３７℃の範囲から選択される。
【０１４４】
　他の実施形態においては、電気波形は、ＤＣ、断続ＤＣ、対称Ａ．Ｃ、非対称Ａ．Ｃ、
不平衡三相、ランプ及びノイズから成る群から選択される。好ましい一実施形態において
は、電流は直流であり、経頭蓋直流刺激（ｔＤＣＳ）の方法によって印加する。
【０１４５】
　他の実施形態においては、皮膚の下準備は、送達物質（例えば、ゲルやクリーム）で運
ぶことのできる化学品等によって皮膚の処置を施すこと、皮膚を電気的に処置すること、
すりむきや引っ掻き等によって皮膚を機械的に変化させること、及び皮膚温度を変更する
ことから成る群から選択される。
【０１４６】
　他の実施形態においては、抵抗は、１００Ω～５ＭΩ、より好ましくは２００Ω～１Ｍ
Ω、より好ましくは３００Ω～１ＭΩ、より好ましくは２００Ω～６００Ω、より好まし
くは１００Ω～６００Ω、より好ましくは４００Ω～６００Ωから成る群から選択される
。
【０１４７】
　他の実施形態においては、ホルダの形状は、円形、円筒形、円錐形及び正方形から成る
群から選択される。好ましい一実施形態においては、ホルダ形状は円筒形、又は円筒の双
曲面変形形状である。
【０１４８】
　本発明は、その第７の様相において、複数の電極を用いて頭皮を通して経頭蓋電流を印
加するための装置であって、各電極は、
　近位端と頭皮に接触する遠位端を有し、その一部がゲルの一部を含んでいる少なくとも
半剛性のシェルと、近位端とゲルの一部に接触する遠位端を有する少なくとも１個の電気
刺激電極と、頭皮に接触し、電解質を全く含まないか又は一種以上の電解質を含むゲル又
はペーストと、頭皮上に位置決めされ、半剛性シェルに接続しているキャップ又はメッシ
ュとを含む装置を提供する。
【０１４９】
　本発明に係る一実施形態においては、該装置は、本発明にて提供される手段（バンド装
置やプレート装置、十字状装置、可撓性キャップ又はメッシュ）によって頭部に装着する
半剛性シェルを有する。他の実施形態においては、前記電極は円筒形状を有する。更に他
の実施形態においては、電極はディスク及びリング形状から成る群から選択される形状を
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有する。一実施形態においては、前記ゲルは高抵抗率を有するが、他の実施形態において
は、ゲルは低抵抗率を有する。一実施形態においては、前記シェルは円形の遠位端を有す
るが、他の実施形態においては、前記シェルは正方形の遠位端を有する。一実施形態にお
いては、前記電極は金属であるが、他の実施形態においては、前記電極はセラミックであ
る。一実施形態においては、前記電極は銀であるが、他の実施形態においては、前記電極
は塩化銀である。一実施形態においては、前記半剛性シェルは金属構成要素を含むが、他
の実施形態においては、前記半剛性シェルは遠位端の一部を妨げる絶縁物質を含む。更に
他の実施形態においては、前記半剛性シェルは、最小１ｃｍ2の開口部を有する遠位端を
有する。
【０１５０】
　本発明に係る一実施形態においては、前記半剛性シェルは、個々の患者に合うように前
記キャップ又はメッシュ上の最適位置に前記半剛性シェルを調整するための調整及び装着
機構を有する。他の実施形態においては、前記半剛性シェルは、電流密度を低下させるた
めに面積を増加させた遠位端を有する。他の実施形態においては、前記半剛性シェルは、
電流密度を低下させるためのメッシュを有する遠位端を有する。
【０１５１】
　本発明は、その第８の様相において、複数の電極を用いて頭皮を通して経頭蓋電流を印
加するための装置を提供するものであって、該装置における各電極は、
　近位端と頭皮に接触する遠位端とを有し、その一部が二次ゲルの一部を含んでいる少な
くとも１個の半剛性シェルと、
　電解質を全く含まないか又は一種以上の電解質を含む一次ゲルの一部と接触する遠位端
と近位端を有する少なくとも１個の電気刺激電極と、
　一次ゲルの一部及び頭皮に接触する二次ゲルとを含み、二次ゲルは電解質を全く含まな
いか、又は一種以上の電解質を含んでもよい装置を提供する。
【０１５２】
　本発明に係る一実施形態においては、前記二次ゲルは高抵抗率を有するが、他の実施形
態においては、前記二次ゲルは低抵抗率を有する。一実施形態においては、前記電気刺激
電極は二次ゲルの一部と接触しているが、他の実施形態においては、前記電気刺激電極は
二次ゲルの一部とは接触していない。一実施形態においては、前記半剛性シェルは、一次
ゲルと二次ゲルのための別々のコンパートメントを含むが、他の実施形態においては、前
記半剛性シェルは、一次ゲルと二次ゲルのための単一のコンパートメントを含む。
【０１５３】
　本発明は、その第９の様相において、複数のユニットを用いて頭皮を通して経頭蓋電流
を印加するための装置を提供するものであって、各ユニットは、
　近位端と頭皮に接触する遠位端を有する少なくとも１個の半剛性シェルと、
　一部が半剛性シェルに接触し、一部が電気刺激電極に接触する電極マウントと、
　ゲルの一部に接触する遠位端と近位端を有する少なくとも１個の電気刺激電極と、
　頭皮に接触し、電解質を全く含まないか、又は一種以上の電解質を含むゲル又はペース
トとを含む装置を提供する。
【０１５４】
　一実施形態においては、前記半剛性シェルに前記電極マウントの一部が入っているが、
他の実施形態においては、前記電極マウントに半剛性シェル全体が入っている。一実施形
態においては、前記電極マウントは前記ゲル又はペーストと接触しているが、他の実施形
態においては、前記半剛性シェルが前記ゲル又はペーストと接触している。一実施形態に
おいては、前記半電極マウントは円形又は管状である。一実施形態においては、半電極マ
ウントはその内表面上で前記ゲル又はペーストと接触するが、他の実施形態においては、
前記半電極マウントはその外表面上で前記ゲル又はペーストと接触する。一実施形態にお
いては、前記マトリックスは、該マトリックスの約１０％～７０％の量の水を含有する疎
水性ポリマーである。他の実施形態においては、前記マトリックスは酸又は強酸塩を実質
的に含まない。更に他の実施形態においては、前記マトリックスは塩化物塩を実質的に含
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まない。一実施形態においては、前記マトリックスの抵抗率は頭皮に比べて高いが、他の
実施形態においては、前記マトリックスの抵抗率は頭皮に比べて低い。一実施形態におい
ては、前記マトリックスは１ｃｍ2未満の面積で頭皮と接触する。
【０１５５】
　本発明は、その第１０の様相において、導電性バッキングと、該バッキング上にコート
された導電性ヒドロゲルマトリックスとを含む経頭蓋刺激電極を提供するものであって、
該マトリックスは患者の皮膚に接触するようになっており、体の輪郭に沿うのに十分な可
撓性を有する、経頭蓋刺激電極を提供する。
【０１５６】
　本発明は、電気刺激時に生じるピリピリ感や不快感を軽減又は排除することによって非
侵襲性神経頭蓋刺激を容易にする。刺激がピリピリ感や不快感をもたらし得るメカニズム
は幾つか存在し、例えば、１）加熱、２）軸索の電気刺激、３）ｐＨ変化、４）温度変化
、５）電気穿孔又は電気透過、６）電気分解、７）電気泳動、８）イオン泳動、９）電気
浸透が挙げられるが、これらに限定されない。これらのメカニズムは連係している場合も
あるし、独立している場合もある。ピリピリ感や不快感をもたらし得る他のメカニズムも
存在する。
【０１５７】
　本発明者らは、ＮＩＮＣＳ時の不快感やピリピリ感を軽減する幾つかの方法が存在する
ことを見出した。その方法としては、１）ゲル又は固体導体の特性を最適化すること、２
）電極と電極ホルダの構造及び物理的特性を最適化すること、３）化学的前処理、４）電
気的前処理、及び５）フィードバックモニタリングが挙げられる。これらの方法の各々は
単独で適用することも、他の方法と組み合わせて適用することもできる。
【０１５８】
通常のＮＩＮＣＳセットアップ：
　導電性配線を経由して被験者の頭部に設けられた電極に送達する電気エネルギーを発生
させるデバイスが提供される。このデバイスは、印加する電圧及び／又は電流を制御する
ことができる。電流はアンペア（Ａ）の単位であり、ミリアンペア（ｍＡ）のスケールで
もよい。電流は電線から電極へ流れ、そこで先ず固体（半剛性）導体（例えば、銀ディス
ク）に入る。電流は電線から固体導体内へ拡散する。電流密度（単位：Ａ／ｍ2）は電流
が如何にして固体導体に拡散するかを表すが、この拡散は均一ではない（即ち、電流密度
はどの場所でも同じではない）。固体導体のある部分における電流密度は、固体導体の他
の部分における電流密度とは同一ではない。電流は導体の縁に沿って集中する傾向にある
ことが多い。固体導体に達した後、（固体導体に拡散した）電流は導電性ゲル内に流れる
。固体導体とゲルとの間には界面が存在する（この界面は他では「電極」と称されるが、
本明細書では「電極」とは頭部アセンブリ全体を意味する）。この界面における電流密度
は特に重要である。一般には、電流密度は可能な限り低く、可能な限り均一である（即ち
、「ホットスポット」がない）ことが望ましいが、常にそうであるとは限らないことが分
かっている。その後、電流はゲル内を移動し、ゲル内で「拡散」し続けるが、この拡散は
ゲル内の電流密度値で測定する。また、ゲル内の電流密度もゲル全体で均一ではなく、ゲ
ルのある部分における電流密度はゲルの他の部分における電流密度とは異なる。ゲルは皮
膚と接触する。ゲルと皮膚との間には界面が存在する。この界面においても、電流密度が
可能な限り低く、電流密度が非常に高い「ホットスポット」が無いことが重要である。そ
の後、電流は皮膚に入って移動する。皮膚内でも特定の電流密度が存在するが、ゲルの場
合と同様に必ずしも均一ではなく、皮膚内に電流密度ホットスポットがもたらされる。一
般には、皮膚内の電流密度を可能な限り低く且つ均一にして、このような皮膚内の電流密
度ホットスポットを回避することが望ましい。電極内での電流の推移については既に記載
した。この推移の詳細は、用いる物質の形状や用いる物質の種類、また、皮膚の状態によ
っても変わる。重要なことは、如何に電極を形成するか、また、如何に皮膚の下準備をす
るかである。これらのパラメータを制御することによって、ピリピリ感や不快感を軽減又
は防止するように電流密度を制御することができる。電流密度は、ピリピリ感や不快感の
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原因を説明する唯一のものではなく、また、制御する必要のある唯一のパラメータでもな
いが、重要となりそうな一パラメータである。
【０１５９】
ゲル、半剛性ホルダ又は固体導体の特性の変更：
　本発明のゲルは、ある化学組成と物質特性を有する物質から成る。本発明の半剛性ホル
ダは、ある特定の化学組成と物質特性を有する物質から成る。本発明の固体導体は、ある
特定の化学組成と物質特性を有する物質から成る。これらの因子は、ＮＩＮＣＳ時の皮膚
ピリピリ感／不快感を軽減するように制御し、選択することができる。
【０１６０】
　実験を行う前に上述の物質を決定し、用意しておくことができる。特定の場合において
は、ＮＩＮＣＳの直前又はＮＩＮＣＳ時においても物質や物質特性を変更することが可能
である。
【０１６１】
　ピリピリ感や不快感を軽減するようにゲルの以下の物質特性を変更することができる。
　ゲルの伝導度：具体的には３０，０００～６０，０００μｍｈｏｓ／ｃｍ、又は４０，
０００μｍｈｏｓ／ｃｍ超。ゲルのイオン性内容物：具体的にはＮａＣｌ、ＫＣｌ及びＣ
ａＣｌ2。
　ゲルの温度：具体的には０～３７℃の範囲。
　ゲルの粘度：具体的には１，０００～１，０００，００００ＣＰＳ、又は１８０，００
０～２６０，０００ＣＰＳの範囲。
　酢酸ナトリウムや水酸化ナトリウム、クエン酸ナトリウム等の化学品をゲルに添加する
。本発明に記載のように、Ｃｌの濃度は神経頭蓋刺激において重要である。塩化ナトリウ
ムを添加すると、ナトリウム濃度と共に塩化物濃度も上昇する。上述の化学品を添加した
場合には、ナトリウム濃度は上昇するが塩化物濃度は上昇しない。
　ゲルの抗酸化能力：具体的には、本発明に記載の抗酸化物質をゲルに添加する。
　ゲルの鎮痛作用：具体的には、本発明に記載したような鎮痛剤をゲルに添加して得る。
【０１６２】
　ピリピリ感や不快感を軽減するように固体導体の以下の物質特性を変更することができ
る。
　固体導体抵抗（近位端～遠位端）は１Ω～１，０００ＫΩ、又は１０Ω～１ＫΩの範囲
。
　固体導体は金属、ゴム、導電性ゴム、Ａｇ／ＡｇＣｌ、Ａｇ、金とすることができる。
【０１６３】
　好ましい一実施形態においては、固体導体は焼結Ａｇ／ＡｇＣｌである。他の好ましい
実施形態においては、固体導体は導電性ゴムである。他の好ましい実施形態においては、
固体導体とゲルの抵抗率の比を制御する。
【０１６４】
電極構造の変更：
　電極は、金属と、ゲルと、固体導体及びゲル用のホルダとから成る。一般には、ホルダ
は電気絶縁体である。ホルダは頭皮又は頭部や頸部の他の部分と接触する。ホルダは通常
、ウェル又は一連のウェルを構成し、そこにゲルが挿入され、ホルダによってゲルの形状
が決まるようになっている。固体導体はゲルと接触し、通常はホルダによって所定の位置
に保持される。また、ホルダは通常、電極キャップ又はバンドにも装着され、頭部で電極
を位置決めする。幾つかのイメージによって、ＮＩＮＣＳ時のピリピリ感や不快感を軽減
する構造の数例及び好ましい実施形態を示す。
【０１６５】
　このような実施形態の幾つかにおいてはフィン設計を用いる。フィンはホルダの一部で
ある。フィン設計には一以上の平面が含まれ、該平面は頭皮表面に対して垂直であり、２
種の相互に関連する機能を果たす。即ち、１）該平面はゲルを複数のコンパートメントに
分割し、２）電極の一部が該コンパートメントの各々に接触するように、該平面によって
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コンパートメント上で電極が位置決めされる。フィンは平行な平面であってもよく、電極
中心に対して放射対称性であってもよく、他のパターンであってもよい。各フィンは矩形
状であってもよく、互いに異なる形状を有してもよい。
【０１６６】
　このような構造の特徴の一部としては、外径が１～１０００ｍｍ又は１１～１２ｍｍの
範囲で、内径が１～１０００ｍｍ又は６～７ｍｍの範囲の一以上のリング状金属固体導体
や、直径が１～１０００ｍｍ又は１．５～２．５ｍｍの範囲で、深さが１～１０００ｍｍ
又は２～４ｍｍの範囲のペレット状固体導体、直径が１～１０００ｍｍ又は１１～１２ｍ
ｍの範囲のディスク状固体導体が挙げられる。
【０１６７】
　ホルダによってゲルがコンパートメントに分割されるが、コンパートメントの数は１～
１００であり、単一のゲルに対して１個のコンパートメントが好ましく、ゲルの組み合わ
せに対して２～７個のコンパートメント、より好ましくは２～５個のコンパートメントで
ある。
【０１６８】
　ホルダによってゲルがコンパートメントに分割されるが、各コンパートメントには同一
又は異なるゲルが対応する。ホルダによって近位の固体導体表面と頭皮表面との間隔が決
まるが、この間隔は０．１～１００ｍｍ又は２～５ｍｍの範囲である。
【０１６９】
　ホルダによってフィン設計を用いる固体導体の位置が決まるが、フィンの数は１～１０
００、２～７又は３～５の範囲である。
【０１７０】
　電極表面は、ニードル、マイクロニードル、マイクロアーキテクチャ、ナノフィーチャ
又はナノチューブで修飾する。
【０１７１】
　好ましい一実施形態においては、固体導体はリングであり、３個のフィンが放射対称性
である電極ホルダ上に位置決めされている。他の好ましい実施形態においては、単一のホ
ルダに２個の固体導体が収容されている。他の好ましい実施形態においては、切り込みや
延長部分（例えば、曲線状の延長部分）を追加する等により固体導体の表面形状を変化さ
せて固体導体の表面積を増加させる。
【０１７２】
化学的前処理：
　ＮＩＮＣＳ時のピリピリ感や不快感を軽減するため、ＮＩＮＣの前に、化学品を用いて
皮膚又は電極を前処理することができる。処理の何日間も、何時間も又は何秒間か前に化
学品を適用することができる。化学品は皮膚又は電極に適用することができる。化学品は
種々の手段、例えば、ブラッシングや絞り、注入、流し込み等によって適用することがで
きる。化学品は皮膚又はゲルに浸透させることができる。化学品はＮＩＮＣＳ時に適用す
ることができる。また、化学品はＮＩＮＣＳ後に適用することもできる。化学品は液状担
体に溶解又は混合することができる。
【０１７３】
　一実施形態においては、電極の下に０．２～２ｍＬのプレコンディショニングクリーム
を適用する。好ましい一実施形態においては、刺激の主工程の＞５分前にプレコンディシ
ョニングクリームを適用する。他の好ましい実施形態においては、プレコンディショニン
グクリームの抵抗率をゲルの抵抗率よりも高くなるように選択する。この場合、該コンデ
ィショニングクリームによって電流の拡散が変更され、例えば、電流流入の均一性が増加
する。他の好ましい実施形態においては、プレコンディショニングクリームの抵抗率をゲ
ルの抵抗率よりも低くなるように選択する。この場合、電流フローに対する総抵抗は該ク
リームによって大幅に増加しないため、電極電位に対する寄与は最小限に抑えられる。該
クリームは、後述の変化を伴ってゲルと皮膚の両方に界面を形成する。このような理由か
ら、適切なプレコンディショニングクリームは、本発明に記載の用いるゲルにマッチさせ



(35) JP 5559197 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

ることができ、本発明に記載の設計仕様や制約に基づくことができる。例えば、好ましい
一実施形態においては、プレコンディショニングクリームにはゲル内の一次イオン担体が
含まれる。他の好ましい実施形態においては、プレコンディショニングクリームからゲル
内の一次イオン担体を排除する。ゲル内の一次イオン担体を組織や皮膚内の一次イオン担
体とマッチさせた場合には、このような因子も考慮に入れる。
【０１７４】
　他の実施形態においては、前処理クリームの特性は、本質的には本明細書で上述の電極
ゲルの特性である。従って、該実施形態においては、前処理クリームは最適な電極ゲルと
同一の組成であるが、頭皮には刺激前に塗布する。
【０１７５】
　化学品によって皮膚の特性が変化することもあるし、電極の特性が変化することもある
し、異なる物質間や皮膚内への電流の移動の仕方が変化することもある。
【０１７６】
　化学的前処理の目的には、皮膚の抵抗を変化させることや、皮膚の抵抗率を変化させる
こと、皮膚の抵抗率を均一にすること、抵抗率ホットスポット又はコールドスポットを除
去すること、毛穴をブロックすること、毛穴を開くこと、毛穴（汗腺や毛包を含む）の特
性を変化させること、皮膚の血管の特性（拡張応答等）を変化させること、皮膚軸索の特
性（発火閾値等）を変化させること、筋細胞の特性（発火閾値や機械的応答等）を変化さ
せることが挙げられる。化学品は汗孔をブロックする又は開く物質とすることができる。
化学品としては、次のものが挙げられる。
　皮膚の酸バランスを回復させるのに役立つ酸外套等の緩衝剤やｐＨバランス用クリーム
。塩基性産物を産生するものの下でこのクリームを用いてバランスを維持することができ
る。また、異なるクリームや局所溶液を、該クリームの特性に基づき、アノードやカソー
ドの下で用いることも有用となり得る。
　酸化亜鉛含有ヒドロコルチゾン１％クリーム等の痛み用軟膏（クリーム中の主成分の１
種はピリピリ感を軽減する）。酸化亜鉛クリーム（バルメックス（Balmex）、デシチン（
Desitin））、ワセリン及び酢酸アルミニウム（ブロー液）の組み合わせもピリピリ感を
軽減することができる。
　慢性発赤や炎症を軽減するのに役立つアロエベラ等の剤。
　フォイル（Foille）等の熱傷軟膏
　セレックス（Cellex）－ＣサンシェードＳＰＦ３０＋等の抗炎症剤。
　ベンゾカインやリドカインプリロカイン、ラナケイン等の麻酔用又は鎮痛用クリームや
軟膏。
【０１７７】
化学品はＮａＨ2ＰＯ4等のｐＨ緩衝剤とすることができる。
【０１７８】
　化学品は皮膚インピーダンスを低下させる浸透促進剤（例えば、ステアリン酸やプロピ
レングリコール、リノール酸、エタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、オレイン酸、ステ
アリン酸）とすることができる。
【０１７９】
　ＮＩＮＣＳ時又は電気的前処理時に化学品を電気によって活性化又は輸送することがで
きる。化学品は１～１，０００，０００μｍｈｏｓ／ｃｍの範囲の高い伝導度（好ましく
は４０，０００μｍｈｏｓ／ｃｍ超、最も好ましくは４０，０００～６０，０００μｍｈ
ｏｓ／ｃｍ）を有することができる。化学品は局所溶液等の麻酔薬とすることができる。
化学品はトロノラン（Tronolane）等の痛みやピリピリ感を軽減するものとすることがで
きる。化学品はリラックスエイド（Relaxaid）等の筋弛緩薬とすることができる。
【０１８０】
　化学品はベンゲイ（BenGay）等の温度変化を誘導するものとすることができる。
【０１８１】
　好ましい一実施形態においては、皮膚の表面に化学品を塗布した後、その表面上に電極
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を位置決めする。
【０１８２】
　他の好ましい実施形態においては、皮膚と接触する表面上の電極に化学品を塗布した後
、電極を皮膚上で位置決めする。
【０１８３】
電気的前処理：
　ＮＩＮＣＳ時のピリピリ感や不快感を軽減するため、実際の刺激プロトコルの前に電流
を印加し、被験者の感受性を効果的に高める。最も簡単な実施形態においては、後に刺激
に用いる同一電極に電流を印加する。しかし、別個の電極を用いて電気的前処理を行うこ
ともできる。
【０１８４】
　処理の何日間も、何時間も又は何秒間か前に電気的前処理を行うことができる。また、
電気的前処理はＮＩＮＣＳ時又はＮＩＮＣＳ後に行うことができる。
【０１８５】
　電気的前処理工程は前処理用の適切な波形を選択することによって行う。前処理用電気
波形はＮＩＮＣＳの場合と同一であってもなくてもよい。ＮＩＮＣＳの場合と異なる前処
理用波形を用いると次のように好都合となり得る。１）前処理用波形自身は如何なる皮膚
ピリピリ感や不快感も引き起こさないが、後に行うＮＩＮＣＳがピリピリ感や不快感を誘
導しないように皮膚や電極の状態を変化させる。２）前処理用波形は脳機能を変化させな
いが、皮膚特性を変化させる。
【０１８６】
　前処理用電気波形は、振幅範囲が０．１～１ｍＡのＤＣを用いることができ、０．１～
６０分間印可することができる。前処理用電気波形は、振幅範囲が０．１～１ｍＡで周波
数範囲が０．０１～５００ｋＨｚのＡＣを用いることができ、０．１～６０分間印可する
ことができる。前処理用電気波形は、周波数範囲が０．０１～５００ｋＨｚ、パルス幅が
０．１ｕｓ～１００秒、パルス間隔が０．１ｕｓ～１００秒のパルスを用いることができ
る。
【０１８７】
　前処理用電気波形は、ホワイトノイズやガウスノイズ、１／ｆノイズ、熱ノイズ、ショ
ートノイズ等のノイズとすることができる。
【０１８８】
　前処理用電気波形は、スロープが１ｍＡ／分～１ｍＡ／ｍｓのランプとすることができ
る。前処理用電気波形は、標準偏差値が０～１０又は０～１００００のガウス波とするこ
とができる。
【０１８９】
　前処理用電気波形は、上述のものの組み合わせであってもよく、反復的な予備刺激を伴
ってもよい。前処理用電気波形は、被験者のフィードバックを得ることを伴う場合もある
。
【０１９０】
　好ましい一実施形態においては、刺激前に低レベルのコンディショニングＤＣ電流を印
加する。コンディショニングＤＣ電流は０．５ｍＡ未満であるが、０．１ｍＡ未満であっ
てもよい。コンディショニングＤＣ電流は１分間～３０分間印可する。コンディショニン
グＤＣ電流はゆっくりと（例えば、０．１ｍＡ／分の速度で）ランプアップ及びランプダ
ウンしさせることができる。このコンディショニングＤＣ電流の印加後、ＮＩＮＣＳ療法
用電流を印加する（この電流もＤＣ電流とすることができるが、一般に振幅はより高く、
より脳に有効である－この場合、コンディショニング電流の極性は電気療法用ＤＣ電流と
同じであっても反対であってもよい）。コンディショニングＤＣ電流とＮＩＮＣＳ電気療
法用電流との間隔は０～１０分間の範囲で変更することができる。コンディショニングＤ
Ｃ電流とＮＩＮＣＳ電気療法用電流との間隔において、電極の抵抗を試験することができ
る（この抵抗測定値によって、ＮＩＮＣＳ電気療法刺激の前に他の更なるコンディショニ
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ング電流が必要かどうか知ることができる（後述のフィードバックモニタリングも参照）
）。
【０１９１】
　好ましい一実施形態においては、前処理用電気波形は単調に上昇する。他の好ましい実
施形態においては、前処理用波形の強度は刺激の主工程前に上昇した後、低下する。更に
好ましい一実施形態においては、前処理用電気波形の強度はゼロに戻る。更に好ましい一
実施形態においては、波形は正弦波である。このような一実施形態においては、正弦波形
の平均強度はゼロである。このような他の実施形態においては、正弦波形の平均強度はゼ
ロではなく、平均強度は正又は負の値となり得、電気的処理の主工程の強度及び極性とマ
ッチさせることができる。他の好ましい実施形態においては、波形は振幅が変調する正弦
波である。このような一実施形態においては、正弦波周波数は１０００Ｈｚよりも大きい
。このような他の実施形態においては、正弦波周波数は１００００Ｈｚよりも大きい。他
の好ましい実施形態においては、波形は二以上の正弦波の組み合わせから成る。このよう
な一実施形態においては、２種の波形間の周波数の差は１００Ｈｚよりも大きい。このよ
うな他の実施形態においては、２種の波形間の周波数の差は１００Ｈｚ未満である。他の
好ましい実施形態においては、前処理用電気波形にはパルスを用いる。
【０１９２】
フィードバックモニタリング：
　皮膚のピリピリ感や不快感を防止又は軽減するため、電極及び／又は皮膚の状態を刺激
前、刺激時又は刺激後にモニターすることができる。この状態はパラメータを感知してモ
ニターする。このような測定値を用いてＮＩＮＣＳを終了させたり、ＮＩＮＣＳ特性（上
述の特性全てを含む）を調整することができる。
【０１９３】
　状態やパラメータをモニターするデバイス又はセンサは、ＮＩＮＣＳデバイス自身に組
み込んでも良く、別個のデバイスであってもよく、幾つかの重複する構成要素を有してい
てもよい。
【０１９４】
　モニターしたパラメータは、例えば、デジタルディスプレイや表示灯、オーディオモニ
ターを用いて被験者／オペレーターに表示することができる。パラメータは保存して、後
に、例えば、保存デバイスで検索することができる。パラメータ又はパラメータの組み合
わせの処理は、アルゴリズムや数学関数を用いて行うことができる。このアルゴリズムや
数学関数では、加算や減算、平均化、経時的平均化、フィルタ、ローパスフィルタリング
、ハイパスフィルタリング、線形又は非線形演算、ユーザー定義演算を用いることができ
る。このアルゴリズムの出力及びパラメータから、ＮＩＮＣＳパラメータの変更に用いる
ことのできる測定値が得られる。
【０１９５】
　各測定値においては、ＮＩＮＣＳを開始、停止、中断、変更すべきかどうか、又は被験
者又はオペレーターに警告を与えるべきかどうかを判断するのに用いる「閾値」が存在し
得る。
【０１９６】
　好ましい一実施形態においては、電極電圧と電極電流をモニターし、電圧又は電流が閾
値を超えた場合、電圧変化率又は電流変化率が閾値を超えた場合、電流×電圧が閾値を超
えた場合、又は電流×電圧の変化率が閾値を超えた場合に刺激を停止する。刺激は即座に
停止することもでき、徐々に抑えることもできる。被験者又はオペレーターに警告を与え
ることができる。刺激は自動的に停止させることもでき、被験者又はオペレーターが手動
スイッチやトリガーを作動させた後に停止させることもできる。
【０１９７】
　他の好ましい実施形態においては、電極電圧と電極電流をモニターし、電圧又は電流が
閾値を超えた場合、電圧変化率又は電流変化率が閾値を超えた場合、電流×電圧が閾値を
超えた場合、又は電流×電圧の変化率が閾値を超えた場合に刺激を抑制する。刺激電流及
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び／又は電圧は、閾値未満を維持するように自動的に抑制させる。被験者又はオペレータ
ーに警告を与えることができる。被験者又はオペレーターは、手動スイッチやトリガーの
作動によって別の自動抑制を無効にするよう選択することができる。
【０１９８】
　他の好ましい実施形態においては、電極の抵抗をモニターする。試験電圧又は電流パル
スを用いて抵抗をモニターすることができる。試験電圧又は電流パルスは、脳の変調や皮
膚ピリピリ感が生じないように十分に小さくすることができる。試験電圧又は電流パルス
はＤＣであってもＡＣであってもよい。抵抗は、ＮＩＮＣＳの開始又は継続が可能かどう
か決定するためのフィードバック用閾値となる。電極の抵抗値から数学的関数を介して抵
抗特性を求めることができる。ある電極の抵抗を再度、他の値（例えば、他の電極の抵抗
）と比較することができる。
【０１９９】
　他の好ましい実施形態においては、電極のインピーダンスをモニターする。一連の試験
電圧又は電流パルスを用いてインピーダンスをモニターすることができる。一連の試験電
圧又は電流パルスは、脳の変調や皮膚ピリピリ感が生じないように十分に小さくすること
ができる。一連の試験電圧又は電流パルスはＤＣであっても周波数の異なるＡＣであって
もよい。インピーダンスは、ＮＩＮＣＳの開始又は継続が可能かどうか決定するためのフ
ィードバック用閾値となる。電極のインピーダンスから数学的関数を介してインピーダン
ス特性を求めることができる。ある電極のインピーダンスを再度、他の値（例えば、他の
電極の抵抗）と比較することができる。
【０２００】
　他の好ましい実施形態においては、温度プローブをゲル又は電極の一部に挿入して、温
度をモニターする。温度プローブは熱電対、サーミスタ又は光学的とすることができる。
【０２０１】
　他の好ましい実施形態においては、ｐＨプローブをゲル又は電極の一部に挿入して、ｐ
Ｈをモニターする。ｐＨプローブは電気化学的、固体状態又は光学的とすることができる
。電極電圧は変化に対する閾値が１～１０００Ｖ及び５０～１５０Ｖの範囲である。電極
電圧の経時的変化は０．００１Ｖ／時～１０００Ｖ／秒の範囲である。電極電流は変化に
対する閾値が０．１～１０００ｍＡ及び１ｍＡ～２０ｍＡの範囲である。
【実施例】
【０２０２】
方法
電極構成：材質と構造
　本研究においては５種類の固体導体を試験した。１）「Ａｇペレット」（２１１７－銀
線；シュアピュア・ケメタルズ（Surepure Chemetals）、米国、ニュージャージー州、フ
ローラムパーク）；２）「Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結ペレット」（５５００１５－ペレット電極
；Ａ－Ｍシステムズ社、米国、ワシントン州、カールスバーグ）；３）「ゴムペレット」
（１１６Ａ－ＧＳＲ－５、ゴム電極；オースチン医療機器、米国、テキサス州、ウェスト
チェスター；ペレットは全て２ｍｍ（Ｄ）×４ｍｍ（Ｌ）で、固体導体－ゲル接触面積は
約３０±２．５ｍｍ2）；４）「Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結リング」（ＥＬ－ＴＰ－ＲＮＧ焼結
；ステンス・バイオフィードバック（Stens Biofeedback）社、カリフォルニア州、サン
ラファエル；外周径及び内周径はそれぞれ１２ｍｍ及び６ｍｍで、固体導体－ゲル接触面
積は約１４０±５ｍｍ2）；及び５）「Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結ディスク」（５５００２５、
ディスク電極、Ａ－Ｍシステムズ；直径８ｍｍで、電極－ゲル接触面積は約８５±５ｍｍ
2）。各電極－ゲル構成は単独でアノード又はカソードとして評価した。全ての電極に対
してプラスチックホルダを用いて皮膚上で電極を位置決めし、用いたゲル量を標準化した
。全てのペレット電極に対してはプラスチックホルダを用い、約９０±５ｍｍ3のゲルを
保持させたが、ゲル－皮膚接触面積は約２５±２．５ｍｍ2であった。リング／ディスク
電極に対しては特注ホルダを用い、約２８０±１０ｍｍ3のゲルを収容させたが、ゲル－
皮膚接触面積は約９５±５ｍｍ2であった。
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【０２０３】
　次のゲルを試験した。１）「シグナゲル」（パーカー・ラボラトリーズ（Parker Labor
atories）社、米国、ニュージャージー州、フェアフィールド）、２）「スペクトラ３６
０」（パーカー・ラボラトリーズ社）、３）「テンシヴ」（パーカー・ラボラトリーズ社
）、４）「リダックス」（パーカー・ラボラトリーズ社） 、５）「１０９０バイオゲル
」（ＵＦＩ社、米国、カリフォルニア州、モロベイ）、６）「レクトロンＩＩ」（ファー
マソーティカル・イノベーションズ（Pharmaceutical Innovations）社、米国、ニュージ
ャージー州、ニューアーク）、及び７）「ＣＣＮＹ－４」（特注品）。全てのゲルは使用
時に室温に保った。携帯デジタル伝導度計（モデル２０５２、ＶＷＲインターナショナル
ＬＬＣ、米国、ニュージャージー州、ブリッジポート）で測定したゲルの電気伝導度値（
単位：μｍｈｏｓ／ｃｍ）は次の通りであった。ＣＣＮＹ４約（４５，０００±１０，０
００）、シグナ約（４０，０００±１０，０００）、リダックス約（３５，０００±１０
，０００）、レクトロンＩＩ約（１５，０００±７，５００）、１０９０バイオゲル約（
１５，０００±７，５００）、テンシヴ約（６，０００±３，０００）、及びスペクトラ
約（１，５００±５００）。熱特性計（モデルＫＤ２、デカゴン（Decagon）、米国、ワ
シントン州、プルマン）で測定したゲルの熱伝導度値（単位：Ｗ／ｍ℃）は次の通りであ
った。ＣＣＮＹ４約（０．０３２６±０．００４３）、シグナ約（０．０２８５±０．０
０３４）、リダックス約（０．０３２６±０．００４３）、レクトロンＩＩ約（０．０２
８５±０．０００８）、１０９０バイオゲル約（０．０２８０±０．０００８）、テンシ
ヴ約（０．０２９５±０．００２４）、及びスペクトラ約（０．０２７４±０．０００７
）。
【０２０４】
ＤＣ刺激及び抵抗
　定電流刺激装置（ＣＸ６６５０、シュナイダー・エレクトロニクス（Schneider Electr
onics）、ドイツ、グライヒェン）を用い、６６．７ボルトの最大駆動電圧能力で全ての
試験において直流を印加した。２ｍＡの電流強度を最大で２２分間用い、１０秒の自動オ
ン及びオフランプを用いて「刺激中断」の影響を回避した。刺激装置では、６６．７Ｖの
出力電位（電極と寒天／組織の両方における総電位）で自動的に刺激を停止するが、これ
を全ての試験においてカットオフポイントとして用いた。刺激前及び刺激後に、ＲＭＳデ
ジタルマルチメータ（フルーク１７７、フルークコーポレーション、米国、ワシントン州
、エヴェレット）を用いて寒天ゲル又は前腕皮膚の総セル抵抗（後述参照）を測定し、総
セル抵抗が８ＭΩ未満の場合にのみ刺激を開始した。
【０２０５】
電極電位、ｐＨ及び温度の研究
　電極電位、ｐＨ及び温度の変化を測定する研究において、１５０ｍＭの（生理的）Ｎａ
Ｃｌから成る寒天の平坦なブロック上に電極をゲルを用いて実装した。これらの研究にお
いて、論理的根拠は、２個のリターン電極からの寄与なしに、１個の「活性」アノード電
極又はカソード電極のみにおける変化を測定することであった。２個のリターン電極（一
般には焼結Ａｇ／ＡｇＣｌのディスク電極又はリング電極）の各々を約４００±１０ｍｍ
3を超えるシグナゲルに浸漬した。総セル抵抗は、活性電極と並列接続した２個のリター
ン電極との間の抵抗を反映した。本明細書において、「電極電位」とは一般に、電極アセ
ンブリ全体、ゲル及び皮膚における総電位を意味する。
【０２０６】
　全ての実験においては、１個の活性アノード電極又はカソード電極と２個のリターン電
極との間に２ｍＡのＤＣ電流を最大で２２分間印可した。電極電位を定量化する実験にお
いては、活性電極とリターン電極との間に電流を流し、電圧を同時に測定した。参照電極
としては、約４００±１０ｍｍ3を超えるシグナゲルに浸漬した８ｍｍの焼結Ａｇ／Ａｇ
Ｃｌディスク電極を用いた。従って、測定した総電圧は、活性電極（電極、活性電極－ゲ
ル界面、活性電極ゲルを含む）、寒天ゲル（活性電極から参照電極まで）及び参照電極（
参照電極には電流は流れない）における電圧降下の合計であり、刺激の結果として実質的
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に変化する電圧のみが活性電極における電圧であることが予測される。従って、これらの
実験において測定した電圧は、活性電極における電極－ゲル界面の「過電位」を大きく反
映する。
【０２０７】
　較正マイクロｐＨ電極（オリオン９８１０ＢＮ、サーモ・サイエンティフィック（Ther
mo Scientific）、米国、マサチューセッツ州、ウォルサム）及びデジタルｐＨ計（ＳＭ
１００、ミルウォーキー・インストゥルメンツ（Milwaukee Instruments）社、米国、ノ
ースカロライナ州、ロッキーマウント）を用い、種々の曝露持続時間における寒天表面で
の活性電極ゲルのｐＨを測定した。ｐＨを測定するため、刺激を停止し、固体導体をゲル
から除去し、マイクロｐＨ電極をゲルに５秒以内挿入した。ｐＨの記録は、１分間、５分
間、１０分間、１５分間及び２０分間の曝露持続時間後に行った。ｐＨの研究は４種の固
体導体（Ａｇペレット、Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結ペレット、ゴムペレット、Ａｇ／ＡｇＣｌ焼
結リング）に対して行うと共に、３種の電解質ゲル（シグナゲル、レクトロンＩＩゲル、
ＣＣＮＹ４ゲル）に対しても行った。温度実験においては、刺激時にゲルの底面上でＴ型
熱電対温度計（ＢＡＴ－１０、フィジテンプ・インストゥルメンツ（Physitemp Instrume
nts）、米国、ニュージャージー州、クリフトン）を用いた。
【０２０８】
　上述のように、総電位が６６．７Ｖ（カットオフ電圧）に達した場合には、刺激装置に
よって刺激が自動的に停止した。刺激が２２分間実施された場合には、「刺激時間」には
２２分間と記録され、２２分間における最大ｐＨ及び温度変化が記された。２２分よりも
前に電位が６６．７Ｖに達した場合には、「刺激時間」には電位が６６．７Ｖに達した時
間が記録され、この「刺激時間」における最大ｐＨ及び温度が記された。
【０２０９】
　主観的感覚：８名の健常な被験者（男性６名及び女性２名、１９～３５歳）が各実験に
参加した。研究に入る前に、全ての被験者は書面によるインフォームド・コンセントを提
出した。本研究はニューヨーク市立大学シティカレッジのＩＲＢ委員会で承認された。感
覚試験は４種の固体導体（Ａｇペレット、Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結ペレット、ゴムペレット、
Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結リング）と３種のゲル（シグナ、レクトロンＩＩ及びＣＣＮＹ４）に
制限された。実験は、被験者の任意の好みに応じて遠位前腕又は近位前腕に対して行った
。感覚の研究において、論理的根拠は「活性」電極（カソード又はアノード）の作用を確
認することであった。２個のＡｇ／ＡｇＣｌリング電極を「リターン」電極として用いた
。リターン電極は活性電極の反対側に位置決めした。各リターン電極を約２８０±１０ｍ
ｍ3のシグナゲルに浸漬した。刺激前にピリピリ感や切傷が目に見えた皮膚領域は避けた
。刺激前にはそれ以外に皮膚の下準備をする工程を行わなかった。
【０２１０】
　刺激は最大２２分間行い、被験者は刺激前の最初の２分間、刺激時、及び刺激後の最後
の２分間に痛み（１～１０のアナログ尺度）を毎分記録した。更に、被験者は感覚（「焼
けるような感覚」や「穿痛感」等）を記載するよう促された。刺激前に、各被験者はオペ
レーターに刺激を停止させる個人的終了値（５又はそれ未満）を示した。更に、各被験者
は、電流の痛みスコアや知覚の性質に関わらず、実験の如何なる時点でも刺激を停止する
よう要請することができた。刺激が２２分間の曝露よりも前に停止した場合には、終了時
の痛みスコアを記した。１時間を超える遅延が実験間で許可され、刺激部位（例えば、腕
）を交換して連続実験を行った。参加者には試験した固体導体及びゲルの種類や組み合わ
せを知らせなかった。刺激後、如何なる皮膚損傷や発赤も記された。
【０２１１】
電極電位結果
　導電性寒天における電極電位を２ｍＡのＤＣ刺激時に記録した。臨床的刺激時には、幾
つかの理由から電極電位を最小限に抑えることが望ましいが、その理由としては、１）定
電流刺激装置に対する電圧制限や、２）電気化学反応（電極過電位によって制限される）
や加熱等による皮膚傷害の危険性の増大が挙げられる。カソード刺激においては、ゴムペ
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レットの場合に可変電圧が増加したが、他の全ての固体導体の場合に電極電位が１Ｖ未満
のままであった。アノード刺激においては、全ての固体導体の場合に可変電極電位値が増
加した。
【０２１２】
　アノード刺激実験の電極電位結果をまとめ、試験（電極／ゲルの組み合わせ当たり５回
の試験）における平均電位とばらつきの両方を記載する。また、これらの電位は、ＤＣア
ノード刺激時の電極部位における抵抗の変化を反映するものとしても解釈することができ
る。刺激装置の電位が６６．７Ｖ（ＣＸ６６５０の駆動電圧能力）に達した場合には、刺
激は自動的に停止し、この時点をその試験の最大曝露持続時間（「刺激時間」）として記
録し、それ以外の場合には、曝露持続時間を２２分間と記録した。
【０２１３】
　図２９及び３０は、ペレット型電極を有する電極アセンブリを用いた試験の電極電位結
果を示す。
【０２１４】
　図２９は、ＡＧペレット型電極アセンブリの電流誘導分極をアノードにおける見掛け電
圧として経時的に示す。記載のゲルを用いて２ｍＡのＤＣ電流を流し、電圧の経時変化を
測定した。後方の点線曲線は５回の繰り返しを示し、実線は平均を示す。図中の電極アセ
ンブリは一般的な設計を示すだけのものである。
【０２１５】
　図３０は、Ａｇ－ＡｇＣｌペレット型電極アセンブリの電流誘導分極をアノード電極ア
センブリにおける見掛け電圧として経時的に示す。記載のゲルを用いて２ｍＡのＤＣ電流
を流し、電圧の経時変化を測定した。後方の点線曲線は５回の繰り返しを示し、実線は平
均を示す。図中の電極アセンブリは一般的な設計を示すだけのものである。
【０２１６】
　図３１は、ゴム型電極を有する電極アセンブリを用いた試験の電極電位結果を示す。ゴ
ムペレット型電極アセンブリの電流誘導分極をアノード電極アセンブリにおける見掛け電
圧として経時的に示す。記載のゲルを用いて２ｍＡのＤＣ電流を流し、電圧の経時変化を
測定した。後方の点線曲線は５回の繰り返しを示し、実線は平均を示す。図中の電極アセ
ンブリは一般的な設計を示すだけのものである。
【０２１７】
　図３２は、ディスク型電極を有する電極アセンブリを用いた試験の電極電位結果を示す
。Ａｇ－ＡｇＣｌディスク型電極アセンブリの電流誘導分極をアノードにおける見掛け電
圧として経時的に示す。記載のゲルを用いて２ｍＡのＤＣ電流を流し、電圧の経時変化を
測定した。後方の点線曲線は５回の繰り返しを示し、実線は平均を示す。図中の電極アセ
ンブリは一般的な設計を示すだけのものである。
【０２１８】
　図３３は、リング型電極を有する電極アセンブリを用いた試験の電極電位結果を示す。
Ａｇ－ＡｇＣｌリング型電極アセンブリの電流誘導分極をアノード電極アセンブリにおけ
る見掛け電圧として経時的に示す。記載のゲルを用いて２ｍＡのＤＣ電流を流し、電圧の
経時変化を測定した。後方の点線曲線は５回の繰り返しを示し、実線は平均を示す。図中
の電極アセンブリは一般的な設計を示すだけのものである。
【０２１９】
　図３６は、図３１～３３の試験における電極の種類による実行時間の概要を示す。設計
した電極アセンブリについてのアノード刺激時の平均電位実行時間プロファイルを示す。
２２分間は最大試験時間を表す。各電極において、左から右へ７種のゲル、即ち、電極ゲ
ル、レクトロン、リダックス、シグナ、スペクトラ、テンシヴ及びＣＣＮＹ４の場合の実
行時間を示す。
【０２２０】
　図３７は、設計した神経頭蓋電極アセンブリに関する痛みと電気化学的性能の概要を示
す。全ての場合において２ｍＡの電流を用いた。被験者における平均痛みスコア（刺激期
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間の高い値と平均値）の概要を示すと共に、２２分よりも前に刺激を停止することを選ん
だ被験者の割合、刺激後に電極下で発赤が生じた被験者の割合、ゲルの温度及びｐＨのピ
ーク変化を示す。
【０２２１】
　Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結ペレットを用いた場合、いずれのゲルと組み合わせてもアノード刺
激を２２分間完全に行うことができなかった。Ａｇペレットを用いると、レクトロンＩＩ
ゲルの場合にのみ２２分間のアノード刺激を安定して行うことができたが、刺激後に電極
の表面に沿って除去可能な黒いペースト様の残渣が見られた。ゴムペレットを用いた場合
、種々の試験及びゲルにおいて曝露時間に多少のばらつきが見られ、更に、刺激後にゴム
上に比較的広い堆積層が見られた。この層は容易に拭い去ることができ、ゴム固体導体の
表面は明らかに無傷で影響を受けないままであった。Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結リングを用いた
場合もＡｇ／ＡｇＣｌディスク電極を用いた場合も、いずれのゲルと組み合わせても２２
分間の刺激を安定して行うことができ、Ａｇ／ＡｇＣｌディスクの場合、平均電極電位は
最も低かった。
【０２２２】
ゲルのｐＨ及び温度
　ｐＨ及び温度の測定においては、３種のゲル、即ち、塩化物を含む２種（シグナ及びＣ
ＣＮＹ－４）と名目上塩化物を含まない１種（レクトロンＩＩ）について検討し、各ゲル
を独立して４種の固体導体（Ａｇペレット、Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結ペレット、ゴムペレット
、Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結リング）と組み合わせて試験した。全ての測定は寒天ゲル（１５０
ｍＭのＮａＣｌ）に対して行った。アノード刺激とカソード刺激の両方を独立して試験し
た。総セル電位（電極電位を含む）が刺激装置のカットオフ（６６．７Ｖ）を超えた場合
には、測定をカットオフ前の許容最大曝露時間に制限した。
【０２２３】
　電極電位値を最小限に抑えるカソード刺激の場合、如何なる試験条件下でもゲル内で大
幅な温度上昇は誘導されなかった。アノード刺激においては、電極電位の変化が生じなか
った場合（例えば、Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結リングをいずれかのゲルと組み合わせた場合）に
は、ゲル内で温度変化は見られなかった。試験した３種のゲルの全てにおいて、Ａｇペレ
ット固体導体とＡｇ／ＡｇＣｌ焼結ペレット固体導体のいずれの場合にもアノード刺激下
で温度上昇が見られたが、電極電位の変化も最大であった。ゴムペレットを用いた刺激時
に、試験間で誘導温度変化に大きなばらつきがあったが、電圧上昇が見られたため、温度
は電圧及び時間に対して単調に（但し、直線的ではなく）上昇した。従って、電極下での
ゲルの温度変化は電極電位の変化を制限することによって回避することができる。電極構
成を固定した場合（ペレット）、電位変化は温度変化と定性的に関連した。
【０２２４】
　レクトロンＩＩゲルを用いた場合、いずれの極性でも試験した電極全てにおいてｐＨの
変化は見出されなかった。Ａｇ／ＡｇＣｌ焼結ペレット及びＡｇ／ＡｇＣｌリングの場合
、３種のゲル全てにおいて、カソード刺激でもアノード刺激でもｐＨの変化は見られなか
った。Ａｇペレットを用いた場合、アノード刺激時にはｐＨの変化は見られなかったが、
シグナやＣＣＮＹ－４ゲルを用いるとカソード刺激時にｐＨのアルカリ化が見られた。シ
グナやＣＣＮＹ－４ゲルをゴムペレットと用いた場合にのみ、電圧変化がなくても、アノ
ード刺激時にゲルのｐＨが酸性になり、カソード刺激時にゲルのｐＨが塩基性になった。
このように、温度の上昇は電極電位の上昇と関連するが、ｐＨの変化は電極電位とは直接
には関連せず、物質特異的である。即ち、ｐＨの変化は固体導体とゲルの適切な組み合わ
せを用いて回避することができる。
【０２２５】
主観的感覚
　図３４は、カソード刺激を用いた試験の主観的な痛みの結果を示す。各電極アセンブリ
についての２２分間のカソード刺激時（ｔ＝０～２２）の被験者４名の主観的な感覚スコ
アを示す。
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【０２２６】
　図３５は、アノード刺激を用いた試験の主観的な痛みの結果を示す。各電極アセンブリ
についての２２分間のアノード刺激時（ｔ＝０～２２）の被験者４名の主観的な感覚スコ
アを示す。
【０２２７】
　Ｎ元（ゲル、極性及び電極）ＡＮＯＶＡを痛みの評価に用いた。ＡＮＯＶＡによって、
痛みの評価に対するゲルの影響が有意である（Ｆ（１，８）＝１０．３７、ｐ＝．０００
１）と共に電極の影響も有意である（Ｆ（１，８）＝３．３８、ｐ＝．０１９）ことが分
かった。極性の影響はなく（Ｆ（１，８）＝０．０５、ｐ＝．８３１）、以下の相互作用
の影響もなかった（ゲル－極性（Ｆ（１，８）＝０．７２、ｐ＝．４８８）、ゲル－電極
（Ｆ（１，８）＝０．３３、ｐ＝．９２２）、極性－電極（Ｆ（１，８）＝０．１３、ｐ
＝．９４４）、及びゲル－電極－極性（Ｆ（１，８）＝０．３７、ｐ＝．８９７））。概
して、シグナゲルとＣＣＮＹ－４は、レクトロンＩＩに比べて耐性が高かった。アノード
刺激とカソード刺激との間に有意差はなかった。
【０２２８】
　被験者、刺激極性、電極ゲル及び構成において、主観的な感覚は刺激をランプオン又は
ランプオフした際に最も高くなった。相対的な個々の痛みのスコア評価で予測されたよう
に、被験者間での絶対レベルに差があると共に、耐性条件にも差があった。過半数の被験
者は感覚が「活性」試験電極（アノード又はカソード）のみに限定されたことを示したが
、リターン電極下での感覚を示した被験者も少数いたため、これは除外基準ではなかった
。ｐＨ又は温度の変化と被験者の感覚の変化との間には明らかな相関はなく、例えば、Ａ
ｇ／ＡｇＣｌ焼結リング電極の場合、温度やｐＨは変化しなかったが、一部の被験者にお
いて不快感が引き起こされた。
【０２２９】
　刺激後に皮膚を調べて軽い発赤があることが分かった。概して、カソード刺激の場合に
小さな隆起や黒い点（＜１ｍｍ）を伴う皮膚ピリピリ感や電極下での明らかな皮膚荒れを
見る可能性が高い。皮膚損傷が見られることと主観的な痛みの感覚や物理的なゲルの変化
とは明らかには相関しない。皮膚に対する影響は全て可逆的であり、数時間以内に消える
。皮膚ピリピリ感が持続したことを報告する被験者はいなかった。
【０２３０】
　前腕刺激と寒天ゲル刺激との比較において、記録した総セル電位に有意差はなかった。
従って、総セル電位に関して前腕と寒天ゲルで得た結果は同等であった。本発明者らは、
電極電位の変化と刺激時の皮膚感覚（又は刺激後の発赤）との間に一定の関係がないこと
を確認した。Ａｇ／ＡｇＣｌリング電極を用いた刺激前の組織の平均抵抗は１００ｋΩ～
８ＭΩの範囲であり、平均値は６７５．９５±１１００ｋΩであった。刺激後、組織抵抗
は３ｋΩ～８００ｋΩの範囲まで有意に低下し、平均値は６８．６２±２７２．３ｋΩで
あった。従って、刺激後の平均電位降下割合は９２．５６％±６７％であった。
【０２３１】
表面ＤＣ刺激の電気化学
　本発明者らは、次の電気化学スキーム、即ち、カソード／アノードにおけるＡｇＣｌの
消失／生成をサポートするように電極／ゲル条件が存在する場合、過電位が最小限に抑え
られつつ、ｐＨや温度が変化せずに電気刺激が進行可能なことを提案する。刺激時にＡｇ
Ｃｌの消失／生成がもはやサポートされない場合には、電極過電位は上昇して更なる化学
反応が生じ、その結果、最終的に加熱やｐＨ変化が引き起こされる可能性がある。過電位
は必ずしもこのような変化を引き起こさない（又はそれほどに十分ではない）が、更なる
化学反応にとっては必要である。
【０２３２】
　ＤＣ刺激の場合、通常のアプローチはＡｇ／ＡｇＣｌ非分極性電極を用いることである
。Ａｇ／ＡｇＣｌ電極を用いた場合、電極界面でファラデー電荷移動反応が進行可能な限
り、重要な電気化学プロセスは開始しない。カソードにおいては、塩化銀の溶解及び銀イ
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オンの還元によって電極におけるファラデー電荷送達が促進される。
ＡｇＣｌ→Ａｇ+＋Ｃｌ-＋添加電子→Ａｇ（銀）＋Ｃｌ-・・・・・・（１）
【０２３３】
　カソードにおいては、こうしてＡｇＣｌが電極表面から消失する。全てのＡｇ／ＡｇＣ
ｌ電極（ペレット及びリングの両方）を用いた本発明者らの試験条件下では、ＡｇＣｌの
供給力はこのカソード反応が２ｍＡで２２分間行われるのに明らかに十分であったため、
過電位の発生は最小限に抑えられたが、これは、ゲル組成とは関係なく進行した（例えば
、ゲルのＣｌ-ベースライン濃度は、それが産物であるため無関係である）。同様の理由
から、ゲル組成とは関係なく、いずれのＡｇＣｌ電極を用いた場合でも、カソード刺激時
にはｐＨや温度の変化は見られなかった。
　アノード電極部位においてはＡｇＣｌが生成する。
Ａｇ＋Ｃｌ-→ＡｇＣｌ＋ｅ-・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２）
【０２３４】
　上述のカソードプロセスとは対照的に、このアノードプロセスでは、ゲル内でのＣｌ-

供給力と固体導体表面でのＡｇが必要である。ＡｇペレットとＣｌ-リッチなゲルを用い
てアノード刺激を行った場合、反応（２）が支持されるため、過電位は最小になり、実行
時間は最長になるであろうと予測されよう。しかし、Ａｇペレットを用いたアノード刺激
時に高い過電位が生じ、名目上Ｃｌ-を含まないゲル（レクトロンＩＩ）を用いた場合に
のみ２２分間の実行時間が達成されたことが結果から分かっている。この特別な場合にお
ける本発明者らの仮説は、反応（２）の速度に起因して、金属電極上でＡｇＣｌが急速に
生成し、電極上で黒い層として現れ得ることである。この層は電極を更なる反応から「化
学的に隔離」できるため、これによって、電極過電位の上昇と実行時間の短縮を説明する
ことができる。この仮説は、この層を除去した後に第２の刺激を行うと、実行時間が新し
くＡｇペレット電極を用いた場合と同程度に維持されるという本発明者らの所見によって
支持される。しかし、ＡｇＣｌ層を除去せずに第２の刺激を行うと、実行時間は１分未満
になる。Ａｇ／ＡｇＣｌペレットがアノード刺激をサポートできないことから、１）同様
の化学的隔離層が形成すること、又は２）利用できるＡｇのリザーバが不十分であること
が分かる。
【０２３５】
　Ａｇ／ＡｇＣｌペレットはこの反応を完全にはサポートしないため、過電位が生じる。
マイクロ温度センサ及びｐＨセンサを用い、刺激時の電極下でのゲルの物理的／化学的変
化を検出した。皮膚における刺激時に、例えば、汗腺内で温度やｐＨ変化のホットスポッ
トが生じ得るが、それが本研究で測定できなかったことを無視することはできない。ゲル
においては、ペレット電極と金属導体／ゲルの特定の組み合わせとを用いた場合にのみｐ
Ｈが変化することが分かった。ｐＨの変化は、固体導体／ゲル界面での電気化学反応とゲ
ルがｐＨ変化を和らげる能力とを反映する。ｐＨの変化が見られた際に、アノード部位は
より酸性になり、カソード部位はより塩基性になったが、この所見は、アノード部位での
水の酸化（Ｈ+の生成）及びカソード部位での水の還元（ＯＨ-の生成、メリル（Merrill
）ら、２００５における概説）と一致する。
アノード：２Ｈ2Ｏ→Ｏ2↑＋４Ｈ+＋４ｅ-・・・・・・・・・・・・（３）
カソード：２Ｈ2Ｏ＋２ｅ-→Ｈ2↑＋２ＯＨ-・・・・・・・・・・・（４）
【０２３６】
　アノードにおける酸性化及びカソードにおけるアルカリ化は、最適化されていない構成
を用いた本発明者らの所見、及び各種電極を用いた先のｐＨ測定値と一致する。電極／ゲ
ルの組み合わせがＡｇＣｌの生成又は消失をサポートすることが予測された全ての場合に
おいて、ｐＨの変化は見られなかった。これは、ＡｇＣｌの生成／消失を開始するのによ
り高い電極過電位を必要とする水の還元／酸化と一致する。各ＡｇＣｌ反応が支持されな
かった場合にｐＨの変化が必ずしも見られなかったが、これは、特定の電極設計の重要性
を強めるものである。ゴム電極は、カソードにおけるＡｇＣｌの消失（１）もアノードに
おけるＡｇＣｌの生成（２）もサポートすることができない。ゴム－ゲル界面において生
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じる化学反応は十分には明確にされておらず、刺激の延長をサポートすることは可能であ
るが、試験間で誘導電位及び関連する温度やｐＨの変化にばらつきがあった。
【０２３７】
　本発明について、特にその好ましい実施形態を参照して図示及び説明を行ってきたが、
本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、開示された実施形態に対して種々の形式や詳
細の変更を為し得ることは本明細書に記載のように当業者には理解されよう。従って、本
発明は、特許請求の範囲及びその均等の範囲によってのみ限定されるものである。
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