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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非圧縮性流体を収容する第１のチャンバと、
　圧縮性流体を収容する第２のチャンバと、
　前記第１と第２のチャンバを分離する柔隔膜と、を含み、
　前記第１のチャンバが、前記インプラントの屈曲中に一定のままの第１の容積を有し、
前記第２のチャンバが、前記インプラントの屈曲中に変化する第２の容積を有し、
　前記柔隔膜が、前記第２のチャンバ内に拡張可能で、前記第２のチャンバの前記第２の
容積を減少させ、前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体を圧縮する、
　閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラント。
【請求項２】
　前記第１のチャンバに外力を加えることにより、前記第２のチャンバ内に前記柔隔膜が
拡張されて前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体が圧縮される、請求項１に記載のイン
プラント。
【請求項３】
　前記インプラントが、生体適合性高分子材料又は生体適合性エラストマ材料を含む、請
求項１に記載のインプラント。
【請求項４】
　前記第１のチャンバ内の前記非圧縮性流体が、液体、水、食塩水及び流動性ゲルからな
る群から選択される、請求項１に記載のインプラント。
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【請求項５】
　前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体が、気体、空気、及び窒素からなる群から選択
される、請求項１に記載のインプラント。
【請求項６】
　前記インプラントが、患者の前後軸、横軸、垂直軸、若しくは水平軸と位置合わせ可能
な長手方向軸、又は前記患者の前記前後軸、横軸、垂直軸、若しくは水平軸に対して傾斜
した長手方向軸を有する、請求項１に記載のインプラント。
【請求項７】
　前記第１と第２のチャンバの一方が、前記第１と第２のチャンバの他方の中に配置され
た、請求項１に記載のインプラント。
【請求項８】
　前記インプラントが、中咽頭気道の軟組織に埋め込み可能である、請求項１に記載のイ
ンプラント。
【請求項９】
　前記インプラントが、舌、軟口蓋、又は咽頭壁に埋め込み可能である、請求項１に記載
のインプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、睡眠障害の治療に関し、より具体的には閉塞型睡眠時無呼吸症を患
っている患者を治療するためのシステム、装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　閉塞型睡眠時無呼吸症（ＯＳＡ）は、気道の閉塞によって引き起こされ、通常は、睡眠
中に喉の軟組織が倒壊及び閉鎖したときに発生する。閉塞は、喉頭腔の一部分に起こる可
能性があり、咽頭の後壁に対する舌の倒壊、咽頭側壁の倒壊、及び舌の崩落と軟口蓋、詳
細には口蓋垂を含む軟口蓋の後部の衝突との組み合わせによって形成された閉鎖を含むこ
とがある。それぞれの無呼吸事象の間、脳はこの病人を覚醒させて呼吸の再開を開始させ
る。しかしながら、この種の睡眠は、極めて断片化されており、質が低い。
【０００３】
　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈによれば、ＯＳＡは１
２００万人を超える米国人を侵している。処置しないでおくと、ＯＳＡは、高血圧、心臓
血管疾患、体重増加、性交不能症、頭痛、記憶障害、仕事への支障、及び／又は自動車事
故を引き起こす場合がある。ＯＳＡの重篤性にも関わらず、公衆及び医療専門家の間での
一般的な認識の欠如により、大多数のＯＳＡ患者が未診断及び未処置のままとなっている
。
【０００４】
　ＯＳＡの処置に向けた多大な努力が為されている。例えば、いびき及び閉塞型睡眠時無
呼吸症を治療するために軟口蓋を電気的に刺激するための装置が、米国特許第５，２８４
，１６１号及び同第５，７９２，０６７号に開示されている。これらの装置の使用は、厳
しい使用節制を辛抱強く遵守することを必要とし、睡眠中の患者を不快にし、その結果患
者を繰り返し目覚めさせるので、賛否入り交じった結果となっていた。
【０００５】
　一般に持続的気道陽圧法（ＣＰＡＰ）と呼ばれる別の処置は、特別に設計された鼻マス
ク又は枕を通して空気を患者の気道内に送達する。患者が吸い込むときに空気の流れが正
圧を形成して、気道を開いたままに維持する。ＣＰＡＰは、いびき及び閉塞型睡眠時無呼
吸症を緩和するために有効な非外科的治療であると多くの人々によって考えられているが
、患者は、腫脹、鼻の乾燥、及びドライアイなど、マスク及びホースにより生じる不快感
についての不満を訴えている。その結果、ＣＰＡＰに関する患者のコンプライアンスは約
４０％のみである。
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【０００６】
　ＯＳＡの処置には、外科的処置も使用されている。そのような処置の１つは口蓋垂口蓋
咽頭形成術と呼ばれ、舌と咽頭壁との間を粗動させる軟口蓋の能力を低減するために、軟
口蓋の後縁を約２ｃｍ除去するものである。別の手技では、手術用レーザーを使用して軟
口蓋の表面上に瘢痕組織を形成し、この瘢痕組織は軟口蓋の柔軟性を低下させて、いびき
及び／又は気道の閉鎖を低減する。一般に焼灼支援口蓋硬化手術（ＣＡＰＳＯ）と呼ばれ
る更に別の処置は、局所麻酔下で行なわれる院内処置であり、軟口蓋粘膜の中央帯が除去
され、口蓋を補強するために傷が治療される。
【０００７】
　上述されたもののような外科的手技は、引き続き問題を有している。具体的には、外科
的に治療される組織領域（即ち、口蓋組織の除去又は口蓋組織の瘢痕）は、患者の症状を
治療するのに必要な領域より大きいことが多い。加えて、上述した外科的手技は、多くの
場合苦痛を与え、長い不快な治癒期間を要する。例えば、軟口蓋の瘢痕組織は、患者に持
続的な刺激を与える場合がある。その上、上記の手技は、副作用の事象において元に戻す
ことができない。
【０００８】
　ＯＳＡ治療のためのもう１つの外科的手技では、組織内にインプラントされる数個の編
組ＰＥＴ円筒を用い、舌又は口蓋垂の組織をより堅く、屈曲しにくいものにする。Ｒｅｓ
ｔｏｒｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）から販売されているＰｉｌｌａｒ（
商標）口蓋インプラントシステムは、編組ポリエステルフィラメントの円筒形エレメント
からなり、軽度～中程度のＯＳＡに罹患している患者において、気道閉塞の事象を減らす
ために、これを軟口蓋内に埋め込む。Ｐｉｌｌａｒ装置の使用によって、円筒形エレメン
トの押し出し、感染、及び患者の苦痛を含む副作用が生じることがある。
【０００９】
　ＩｎｆｌｕＥＮＴ（Ｃｏｎｃｏｒｄ，ＮＨ）によって商標「ＲＥＰＯＳＥ（商標）」で
販売されている別のインプラントシステムは、口腔底の下顎骨の後面に挿入されるチタン
骨ネジを使用する。縫合糸のループを舌根に通し、下顎骨ネジに取り付ける。Ｒｅｐｏｓ
ｅ（商標）手技は、舌根の懸吊又はハンモックの状態を達成して、睡眠中に舌根が逸脱し
ないようにする。しかしながら、覚醒状態の間に舌が活発に活動することに起因して、こ
の装置の縫合要素は舌に対する「チーズカッター」としての働きをする場合があり、装置
故障の原因となり、その後の除去を必要とする。
【００１０】
　ＯＳＡを処置する別の試みは、補助気道を形成して、主気道の詰まった部分にバイパス
を形成することを含む。同一出願人による米国特許出願第１２／１８２，４０２号（２０
０８年７月３０日出願）（この開示は参考として本明細書に組み込まれる）の１つの実施
形態において、補助気道は、咽頭の咽頭壁の下に細長い導管を埋め込むことによって形成
される。細長い導管は、咽頭の第１の領域と連通する近位端と、咽頭の第２の領域と連通
する遠位端と、咽頭の中咽頭領域にバイパスを形成するために咽頭壁の下に延びる中間部
分と、を有する。
【００１１】
　ＯＳＡの処置には、磁石も使用されている。例えば、その開示が本願にて参照により本
明細書に組み入れられる、同一出願人による２００８年７月３１日出願の米国特許出願第
１２／１８３，９５５号の一実施形態では、磁石インプラントは、骨アンカーと、骨アン
カーに結合された第１の磁石と、舌アンカーと、舌アンカーに結合された第２の磁石と、
第１の磁石と第２の磁石とを整合し、それにより磁石間に反発力が生成されて第２の磁石
を第１の磁石から離し、第２の磁石を骨アンカーに向かって追い立てる支持体と、を含む
。支持体は、第１の磁石を骨アンカーから一定の距離に維持し、第１の磁石を第２の磁石
と整合し、第１の磁石及び第２の磁石の移動を案内する。‘９５５の出願の１つ以上の実
施形態に開示されている磁石インプラントは、堅い停止（hard stop）を有するインプラ
ントを使用する際に見られる「チーズカッター」効果を避けるよう堅い停止を有さない。



(4) JP 5623539 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記の進歩にも関わらず、長期間の有効な結果を提供し、患者のコンプライアンスを促
進し、患者の不快感を最小にする低侵襲的手法によってＯＳＡを治療するための更に別の
システム、装置及び方法が依然として必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラントは、非圧縮性流
体を収容する第１のチャンバと、圧縮性流体を収容する第２のチャンバと、第１と第２の
チャンバを分離する柔隔膜と、を有する。第１のチャンバ内の非圧縮性流体は、柔隔膜を
介して第２のチャンバ内の圧縮性流体と連通する。一実施形態では、第１のチャンバは、
インプラントの屈曲中に一定のままの第１の容積を有し、第２のチャンバは、インプラン
トの屈曲中に変化する第２の容積を有する。一実施形態では、柔隔膜は、第２のチャンバ
内に拡張可能で、第２のチャンバの第２の容積を減少させ、第２のチャンバ内の圧縮性流
体を圧縮する。第１のチャンバに外力を加えることにより、第２のチャンバ内に柔隔膜が
拡張されて、第２のチャンバ内の圧縮性流体が圧縮されることが好ましい。
【００１４】
　本明細書に開示されるインプラントは、睡眠中に組織を制御し、組織が倒壊するのを防
ぐために中咽頭気道の軟組織内に埋め込むように適応されることが望ましい。インプラン
トは、舌、軟口蓋、又は咽頭壁内に埋め込み可能でもよい。一実施形態では、複数のイン
プラントが使用されてもよい。一実施形態では、舌などの第１の軟組織の場所に１つ又は
複数のインプラントが埋め込まれてもよく、軟口蓋や咽頭壁などの第２の軟組織の場所に
１つ又は複数のインプラントが埋め込まれてもよい。
【００１５】
　一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラントが、耐久性のあ
る生体適合性の高分子又はエラストマ材料で作製されることが好ましい。一実施形態では
、第１のチャンバ内の非圧縮性流体は、液体、水、食塩水又は流動性ゲルでよい。第２の
チャンバ内の圧縮性流体は、窒素又は空気などの気体でよい。
【００１６】
　一実施形態では、インプラントは、患者の前後軸、横軸、垂直軸又は水平軸と位置合わ
せ可能な長手方向軸を有することが好ましい。一実施形態では、インプラントの長手方向
軸は、患者の前後軸、横軸、垂直軸、又は水平軸のうちの１つに対して傾斜してもよい。
利用されるインプラントの数と、インプラントの特性の配置、角形成（angulation）及び
／又は向きは、患者の特定の組織支持需要に依存することが好ましい。
【００１７】
　一実施形態では、インプラントは、実質的に直線形状と湾曲形状との間で屈曲するよう
に適応される。非圧縮性流体と圧縮性流体は、初期の屈曲段階で屈曲に対してより少ない
抵抗を提供し、後の方の屈曲段階で屈曲に対してより大きい抵抗を提供するように動作す
ることが望ましい。
【００１８】
　一実施形態では、インプラントは、曲線のような予備成形された形状と直線状態の間で
屈曲するように適応される。
【００１９】
　一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラントは、非圧縮性流
体を収容する中央チャンバと、中央チャンバの第１端と隣接配置され。第１の圧縮性流体
を収容する第１の外側チャンバと、中央チャンバの第１端と第１の外側チャンバを分離す
る第１の柔隔膜と、を有する。インプラントは、中央チャンバの第２端に隣接配置され、
第２の圧縮性流体を収容する第２の外側チャンバと、中央チャンバの第２端と第２の外側
チャンバを分離する第２の柔隔膜と、含むことが望ましい。
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【００２０】
　一実施形態では、中央チャンバ内の非圧縮性流体は、第１の柔隔膜を介して第１の圧縮
性流体と連通し、第２の柔隔膜を介して第２の圧縮性流体と連通することが好ましい。第
１のチャンバは、インプラントに外力が加えられたときに一定のままの第１の容積を有し
、第１と第２の外側チャンバは、インプラントに外力が印加されたときに変化可能なそれ
ぞれの容積を有することが好ましい。
【００２１】
　一実施形態では、第１の柔隔膜は、第１の外側チャンバ内に拡張可能で、第１の外側チ
ャンバの容積を減少させ、第１の外側チャンバ内の第１の圧縮性流体を圧縮し、第２の柔
隔膜は、第２の外側チャンバ内に拡張可能で、第２の外側チャンバの容積を減少させ、第
２の外側チャンバ内の第２の圧縮性流体を圧縮することが望ましい。外側チャンバ内の隔
膜の変形は、装置の外部形状を大きくすることなく容積変化に適応する。
【００２２】
　一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラントは、非圧縮性流
体を収容する第１の柔軟なチャンバと、インプラントの屈曲中に一定のままの第１の容積
を画定する第１のチャンバと、圧縮性流体を収容する第２のチャンバと、を含み、第２の
チャンバは、インプラントの屈曲中に変化する第２の容積を画定する。インプラントは、
第１と第２のチャンバを分離する柔隔膜を含み、それにより、第１のチャンバ内の非圧縮
性流体が、柔隔膜を介して第２のチャンバ内の圧縮性流体と連通することが好ましい。一
実施形態では、第２のチャンバ内の圧縮性流体は、屈曲の大部分の間に屈曲に対してより
小さい抵抗を提供し、後方の屈曲段階で屈曲に対してより大きい抵抗を提供する。更に、
第２のチャンバの圧縮性流体の圧縮は、装置全体の延長なしに装置の湾曲に適応する。一
実施形態では、インプラントを湾曲させるのに必要な力は、インプラントの初期の屈曲の
際には比較的小さく一定のままであり、屈曲に対する抵抗力は、インプラントの更なる屈
曲の際に大幅により急速に増大する。
【００２３】
　一実施形態では、柔隔膜が、第２のチャンバ内に拡張するとき（例えば、インプラント
が屈曲する際）、圧縮性流体の圧力レベルは、屈曲の大部分の間、インプラントの剛性を
維持する。圧縮性流体の圧力レベルが低下するとき（例えば、インプラントが真っすぐに
なる際）、インプラントの剛性が低下する。
【００２４】
　一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラントは、弁を備えて
いなくてもよく、圧縮されたときに１つの隔室から装置の膨張性領域内に流体を移動する
だけでもよい。この特定の実施形態では、インプラント装置は、配置されたときにすぐに
支持を提供することが好ましいが、隔室の膨張性領域は、流体の動きに対する抵抗を制御
し、これにより、曲げられた固体材料内の変形への依存なしに装置の拡張された制御可能
な弾性応答を提供する。
【００２５】
　一実施形態では、インプラントは、組織内殖を促進するように適応された面を有しても
よい。組織内殖促進面は、テクスチャ面、多孔質面、網目状面、メッシュ面、フリース面
、及び骨又は組織内殖を誘導するハイドロキシアパタイトなどの被覆を含む、外面の群れ
から選択されることが望ましい。
【００２６】
　本発明は、如何なる特定の動作原理によっても限定されないが、インプラントは、先行
技術の装置を上回る幾つかの利点を提供すると考えられる。最初に、インプラントは、効
果的な結果が得られない場合に患者から除去されてもよい。次に、インプラントは、患者
が眠っているときに中咽頭気道の軟組織に対して必要最小限の支持を提供することが好ま
しい。インプラントが、大きく撓んだときに類似の荷重を提供するように作製されるので
、会話又は嚥下に影響を及ぼす可能性が最小である。更に、本発明のインプラントは、イ
ンプラントが組織を引き裂いたり貫通したりする可能性を最小にするために、堅い固定点
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を必要とせずに軟組織の形状を制御することが好ましい。
【００２７】
　睡眠中に強い嚥下があった場合、インプラントは、嚥下を可能にするように一時的に変
形することができる。嚥下と関連した筋活動が沈静化した後で、インプラントは、弛緩し
た舌の支持と再成形を提供するように好ましい形状を回復することが好ましい。
【００２８】
　一実施形態では、インプラントは、埋め込み装置の患者の自覚を最小限にするために、
柔軟フィルム材料から製造される。
【００２９】
　本発明のこれら及びその他の好ましい実施形態は、下記に詳しく記述される。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】鼻腔及び咽頭を含む人頭の断面図。
【図２】正常な呼吸中のヒトの鼻腔及び咽頭の断面図。
【図３】閉塞型睡眠時無呼吸症の発現時のヒトの鼻腔及び咽頭の断面図。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による、閉塞型睡眠時無呼吸症の治療用のインプラント。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による屈曲後の図４Ａのインプラント。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による舌に埋め込まれた図４Ａと図４Ｂのインプラント。
【図５Ｂ】インプラントが屈曲中の図５Ａのインプラント。
【図６】図４Ａに示されるインプラントと従来のインプラントに関して抵抗力を屈曲の関
数としてプロットしたグラフ。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による軟口蓋に埋め込まれた図４Ａのインプラント。
【図７Ｂ】インプラントが屈曲中の図７Ａのインプラント。
【図８】本発明の一実施形態による舌に横方向に埋め込まれた一対の柔軟なインプラント
を含む、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのシステム。
【図９】本発明の一実施形態による軟口蓋に横方向に埋め込まれた柔軟なインプラントを
含む、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのシステム。
【図１０】本発明の一実施形態による咽頭後壁に横方向に埋め込まれたインプラントを含
む、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのシステム。
【図１１】本発明の一実施形態による、閉塞型睡眠時無呼吸症の治療用のインプラント。
【図１２】本発明の別の実施形態による閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラ
ント。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態による閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラ
ントの上面図。
【図１３Ｂ】図１３Ａに示されるインプラントの断面図。
【図１４】本発明の別の実施形態による閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためにインプラ
ントの断面図。
【図１５】本発明の一実施形態による閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラン
トの断面図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１は、鼻腔Ｎ、硬口蓋ＨＰの骨Ｂ、後端に口蓋垂ＵＶを有する軟口蓋ＳＰ、口腔Ｍ、
舌Ｔ、気管ＴＲ、喉頭蓋ＥＰ、食道ＥＳ、及び咽頭後壁ＰＰＷを含む解剖学的構造を有す
る人頭の断面図を示す。
【００３２】
　人体において、鼻腔Ｎと喉頭ＬＸとの間の空気で満たされた空隙は、上気道と呼ばれる
。睡眠障害を伴う上気道の最も重要な部分は咽頭ＰＸである。図２を参照すると、咽頭は
３つの異なる解剖学的レベルを有する。上咽頭ＮＰは、鼻腔Ｎの後部に位置する咽頭の上
部部分である。中咽頭ＯＰは、軟口蓋ＳＰ、喉頭蓋ＥＰ、及び舌Ｔの後部の曲線を含む、
咽頭の中間部分である。下咽頭ＨＰは、中咽頭ＯＰの軟組織の下方に位置する咽頭の下部
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部分である。中咽頭ＯＰは、空気流のための空隙が少なくなる軟組織構造の高率発生に起
因して倒壊する可能性が最も高い咽頭部分である。下咽頭ＨＰは、喉頭の開口の下方及び
喉頭の後方に位置し、食道まで延びる。
【００３３】
　当業者には周知であるように、軟口蓋及び舌は共に、柔軟性のある構造体である。軟口
蓋ＳＰは、鼻腔Ｎと口Ｍとの間に障壁を提供する。多くの場合、軟口蓋ＳＰは必要以上に
長く、舌Ｔの後部と咽頭後壁ＰＰＷとの間において相当の距離を延びる。軟口蓋の中央後
端は、口蓋垂と呼ばれ、口蓋垂は、舌の後部の上の軟口蓋から下方に延びる軟組織である
。
【００３４】
　睡眠中は体全体の筋肉が弛緩するが、呼吸器系の筋肉のほとんどは活性状態を維持する
。吸入時に、横隔膜は収縮し、陰圧に空気Ａを鼻腔Ｎ及び口Ｍの中まで引き込ませる。次
いで、空気は咽頭ＰＸを通過して、気管ＴＲを介して肺内に流れる。陰圧は、上気道の組
織をわずかに変形させ、これにより気道経路が狭くなる。無呼吸の患者では、軟口蓋ＳＰ
、舌Ｔ、及び／又は喉頭蓋ＥＰは、咽頭後壁ＰＰＷにぶつかって倒壊して、気管の中への
空気流を遮断する。気道が狭まるとき、咽頭を通る気流が乱れ、これにより軟口蓋ＳＰが
振動し、一般にいびきとして知られる音を生成する。
【００３５】
　睡眠中、ヒトは、典型的には、空気流の短時間の閉塞及び／又は気管及び肺の中に入る
空気流の量のわずかな低下を経験する。１０秒を超える空気流の閉塞は、無呼吸と見なさ
れる。５０％を超える空気流の減少は、呼吸低下と見なされる。睡眠障害の重症度は、睡
眠１時間の間に発生する無呼吸及び呼吸低下の回数で判断される。
【００３６】
　無呼吸又は呼吸低下が１時間に５回を超えて発生する場合、ほとんどの医療関係者は、
その個人が上気道の抵抗問題を有していると診断する。これらの患者の多くは、日中の眠
気、抑うつ症、及び集中力の欠如などの睡眠障害に関連した症状を呈することが多い。
【００３７】
　睡眠１時間の間に無呼吸又は呼吸低下が１０回以上発生する人は、閉塞型睡眠時無呼吸
症候群を有すると診断される。気道が閉塞すると、個人は、無理に吸入するための試みを
繰り返し行う。これらの症状の発現の多くは無音であり、個人が無理に空気を肺の中に引
き込むときの腹部及び胸壁の動きによって特徴付けられる。典型的には、無呼吸の症状の
発現は１分以上続く可能性がある。この間、血中の酸素濃度は低下する。最終的には、閉
塞は、大きないびきをかいている人、又は窒息感で目覚めた患者によって克服されること
がある。
【００３８】
　図２を参照すると、個人が起きている場合、舌Ｔの後部及び軟口蓋ＳＰは、舌Ｔの後部
及び軟口蓋ＳＰのそれぞれの内部筋肉のために、それらの形状及び緊張を維持している。
その結果、咽頭を通る気道Ａは開いたままであり、遮るものはない。しかしながら、睡眠
中、筋肉の緊張が低下し、舌後面及び軟口蓋がより柔軟及び膨張性となる。
【００３９】
　図３を参照すると、舌後面及び軟口蓋の形状を維持し、単独で又は群としてそれらを定
位置に維持する正常な筋肉の緊張がなくなり、舌Ｔの後面、喉頭蓋ＥＰ及び軟口蓋ＳＰは
容易に倒壊して気道Ａを遮断する傾向がある。睡眠中に、舌Ｔの後端が、鼻腔Ｎと気管Ｔ
Ｒの上端との間で気道Ａを塞ぐことがある。また、軟口蓋ＳＰは弛緩し、口蓋垂ＵＶを舌
Ｔの後部と咽頭後壁ＰＰＷとの間で摺動させることがある。更に、咽頭ＰＸの後壁と側壁
の軟組織内の弛緩した筋組織が、呼吸中の低い吸気圧により軟組織を内方に倒壊させるこ
とがある。
【００４０】
　図４Ａを参照すると、本発明の一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するため
のインプラント２０が、第１端２２、第２端２４、及び第１端２２と第２端２４との間で
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インプラントの長さに沿って延在する長手方向軸Ａ１を有する。インプラント２０は、ヒ
ト用の耐久性があり、安全な１つ又は複数の生体適合性非吸収性材料で作製されることが
望ましい。インプラント２０は、シリコーン、エラストマ材料及び／又はポリウレタンを
含む様々な生体適合材料で作製することができる。一実施形態では、インプラント２０は
、柔軟であることが好ましく、１つ又は複数の流体で少なくとも部分的に満たされてもよ
い。外力を受けないとき、インプラント２０は、通常、図４Ａに示される実質的に直線及
び／又は非屈曲形状を保持する。
【００４１】
　一実施形態では、インプラント２０は、中央チャンバ２６と、１対の外側チャンバ２８
Ａ、２８Ｂを有することが好ましい。一実施形態では、インプラント２０は、中央チャン
バ２６を第１の外側チャンバ２８Ａから分離する第１の柔隔膜３０と、中央チャンバ２６
を第２の外側チャンバ２８Ｂから分離する第２の柔隔膜３２と、を有することが好ましい
。一実施形態では、中央チャンバ２６は、液体、水、食塩水、流動性ゲルなどの非圧縮性
流体３４で満たされることが望ましい。外側チャンバ２８Ａ、２８Ｂは、真空、又は空気
、気体、窒素、若しくはこれらの組み合わせのような低圧圧縮性流体３６Ａ、３６Ｂで満
たされることが望ましい。
【００４２】
　図４Ｂを参照すると、一実施形態では、外力を受けたとき、インプラント２０は、長手
方向軸Ａ１－Ａ１に対して屈曲することがある。一実施形態では、インプラント２０が屈
曲するとき、非圧縮性流体３４を収容するインプラント２０の中央チャンバ２６が、延長
及び／又は変形されることが望ましい。中央チャンバ２６が延長及び／又は変形されたと
き、中央チャンバ２６内の非圧縮性流体２６は、第１と第２の柔隔膜３０、３２をそれぞ
れの第１と第２の外側チャンバ２８Ａ、２８Ｂに拡張させる。柔隔膜３０、３２が、外側
チャンバ２８Ａ、２８Ｂ内に外方に拡張するとき、それぞれの外側チャンバ２８Ａ、２８
Ｂ内にある圧縮性流体３６Ａ、３６Ｂが圧縮される。外側チャンバ２８Ａ、２８Ｂ内の流
体３６Ａ、３６Ｂの圧縮により、外側チャンバ内の圧力が高くなり、これによりインプラ
ント２０の柔軟性が最小限に低下する。
【００４３】
　図４Ａと図４Ｂに示され上述された柔軟な流体で満たされたインプラントは、舌、軟口
蓋、及び／又は咽頭壁などの上気道の軟組織に埋め込まれてもよい。複数の柔軟な流体イ
ンプラントを利用して、閉塞型睡眠時無呼吸症と関連した症状を治療することができる。
１つ又は複数のインプラントが、患者の前後軸、垂直軸、横軸又は水平軸と位置合わせさ
れてもよい。また、１つ又は複数のインプラントが、患者の前後軸、垂直軸、横軸又は水
平軸に対して任意の選択された角度で延在するように位置決めされてもよい。
【００４４】
　図５Ａを参照すると、一実施形態では、本明細書に記載されたような柔軟なインプラン
ト２０は、舌Ｔの根部に埋め込むことができる。一実施形態では、柔軟なインプラント２
０は、舌Ｔの前後軸Ａ－Ｐに沿って延在することが望ましい。図５Ａには１個のインプラ
ントだけが示されているが、一実施形態では、２つ以上のインプラントが舌に埋め込まれ
てもよい。
【００４５】
　図５Ｂを参照すると、睡眠中に、上気道の筋肉が弛緩することがある。その結果、舌Ｔ
の根部が弛緩し、対向する咽頭後壁ＰＰＷに近づくことがある。舌Ｔの後部が咽頭後壁に
近づくとき、上気道Ａが閉じて閉塞型睡眠時無呼吸症を発生させることがある。
【００４６】
　一実施形態では、睡眠中に舌Ｔが弛緩するとき、舌の後部が弛緩し、対向する咽頭後壁
ＰＰＷに近づき、それにより気道Ａが少なくとも部分的に閉じることがある。弛緩した舌
Ｔによってインプラント２０に加わる力に応じて、図５Ｂに示されるように、インプラン
ト２０が屈曲することがある。インプラント２０の屈曲によって、中央チャンバ２６が長
くなり、これにより、第１と第２の柔隔膜３０、３２が、それぞれの外側チャンバ２８Ａ



(9) JP 5623539 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

、２８Ｂ内に拡張されることが好ましい。第１と第２の柔隔膜３２、３４が、外側チャン
バ２８Ａ、２８Ｂ内に拡張するとき、圧縮性流体３６Ａ、３６Ｂの外側チャンバ２８Ａ、
２８Ｂが圧縮され、それにより、流体３６Ａ、３６Ｂの圧力がわずかに高まり、インプラ
ント２０の柔軟性が最小限に低下する。このとき、インプラントは、舌が咽頭後壁ＰＰＷ
の方に弛緩するのを防ぐのに十分な抵抗を提供して、閉塞型睡眠時無呼吸症の発生を防ぐ
。覚醒状態では、インプラントを変形させるのに必要な力は、典型的な変形にわたって似
ているので、舌の通常の筋肉運動は、インプラントによってわずかしか影響を受けない。
【００４７】
　図５Ａと図５Ｂは、インプラント２０が、舌内に埋め込まれ、ほぼ患者の前後軸に沿っ
て延在する本発明の一実施形態を示す。しかしながら、他の実施形態では、インプラント
は、前後軸を横切る方向に埋め込まれてもよい。一実施形態では、柔軟な流体充填インプ
ラント２０は、横方向に及び患者の前後軸に対して実質的に垂直に、延在する長手方向軸
を有してもよい。また、インプラントは、患者の垂直軸、患者の水平軸、又は垂直と水平
との間の任意の選択された角度に延在するように埋め込まれてもよい。
【００４８】
　図６は、従来のインプラント（点線としてプロットされた）と本出願で開示されるイン
プラント（実線でプロットされた）に関して、予想される抵抗力を屈曲の関数として示す
グラフである。図６のグラフに示されるように、従来のインプラントが屈曲するとき、イ
ンプラントは、屈曲が大きくなるほど抵抗力が大きくなるような線形経路に沿って屈曲に
抵抗する。材料の弾性限界を超え、塑性限界の範囲内の特定の程度の屈曲で、従来のイン
プラントによって提供される抵抗力は、ピークになり永久歪を持つ。
【００４９】
　これと対照的に、図６に示されるように、本出願で開示されるインプラントの屈曲力は
、屈曲又は歪みの初期段階で比較的一定に屈曲し、屈曲の後の方の段階で屈曲しにくくな
る。その結果、本発明のインプラントは、インプラントの受けた屈曲にほとんど抵抗を提
供せず、かなり大きいインプラントの屈曲が生じるまであまり大きいレベルの抵抗は生じ
ない。
【００５０】
　図６のグラフに示されるように、インプラント２０を曲げている大部分の間、インプラ
ントは比較的曲げ易く、更に舌の軟組織に倒壊を防ぐのに十分な支持を提供する。しかし
ながら、もっと顕著な撓みと曲げでは、インプラント２０は、更なる屈曲に対する抵抗が
大きくなる。
【００５１】
　本発明は、如何なる特定の動作原理によっても限定されないが、１つ又は複数の圧縮性
チャンバを有するインプラントを使用することによって、応力歪み曲線に対する弾性応答
が平坦になり、より大きい変位でも屈曲力を有効に比較的一定にできると考えられる。こ
れにより、周囲の組織に対する力が一定に維持され、その結果、覚醒しているときの軟組
織の動きが、加えられた力の増大を経験せず、それにより覚醒しているときにインプラン
トに気付きにくい。一実施形態では、圧縮性チャンバは、圧縮性流体隔室と関連した軸の
部分の幾何学形状を大きくすることなく流体変形に対応することが望ましい。
【００５２】
　図７Ａを参照すると、一実施形態では、柔軟なインプラント２０は、本明細書に記載さ
れているように、患者の軟口蓋ＳＰに埋め込まれてもよい。図７Ａに示される特定の実施
形態では、単一の柔軟な流体充填インプラント２０が、患者の硬口蓋ＨＰの後部の軟口蓋
ＳＰの組織に埋め込まれる。患者が覚醒しているとき、軟口蓋ＳＰは、図７Ａに示される
ような形状と形態を保持する。しかしながら、睡眠中、軟口蓋ＳＰが弛緩し、図７Ｂに示
されるように、軟口蓋ＳＰの後端が、対向する咽頭後壁ＰＰＷに近づくことがある。軟口
蓋ＳＰの後端が、対向する咽頭後壁ＰＰＷに十分に近づく場合、上気道Ａが、少なくとも
部分的に閉塞又は閉鎖されて閉塞型睡眠時無呼吸症を発生させることがある。本発明は、
如何なる特定の動作原理によっても限定されないが、本明細書に開示されるインプラント
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を軟口蓋ＳＰに埋め込むことにより、インプラントが、軟口蓋ＳＰの後端の咽頭壁ＰＰＷ
の方への更なる動きに抵抗するので、気道Ａの閉鎖が防止されると考えられる。図７Ｂに
示されるように、軟口蓋が弛緩するとき、柔軟なインプラント２０は、その長手方向軸に
対して撓んで曲がる。インプラント２０が撓んで曲がるとき、中央チャンバ内の非圧縮性
流体が、第１及び第２の柔隔膜を外側チャンバ内に拡張させて外側チャンバ内の圧縮性流
体を圧縮し、それにより、インプラントの外部寸法を大きくすることなくインプラント２
０の屈曲力を維持するために外側チャンバ内の流体の圧力レベルが高くなる。また、イン
プラント２０の低い柔軟性によって、軟口蓋ＳＰが対向する咽頭後壁ＰＰＷの方に更に動
くのが妨げられる。インプラントに荷重をかける筋短縮が完了すると、非圧縮性流体が隔
室をその元の幾何学形状に戻して弛緩状態の舌を支持する。
【００５３】
　図８を参照すると、一実施形態では、２つの柔軟なインプラント１２０Ａ、１２０Ｂが
、舌Ｔの根部に埋め込まれる。柔軟なインプラント１２０Ａ、１２０Ｂはそれぞれ、患者
の前後軸に対して横方向に延在する長手方向軸を有することが望ましい。図８に示される
実施形態は、如何なる特定の動作原理によっても限定されないが、１つ又は複数の横方向
に延在する柔軟なインプラントを埋め込むことにより、舌Ｔの側部が支持されると考えら
れる。この埋め込み構成は、舌の１つ又は複数の側部が、患者の１つ又は複数の咽頭側壁
の方に倒壊することに起因するＯＳＡ発生を有効に治療することがある。
【００５４】
　図９を参照すると、一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのシステム
が、患者の軟口蓋ＳＰに埋め込み可能な流体充填インプラント２２０を含む。埋め込まれ
た柔軟な流体充填インプラント２２０は、患者の前後軸と実質的に垂直な横方向に延在す
ることが望ましい。横方向に延在するインプラント２２０は、軟口蓋の１つ又は複数の外
側端が、対向する咽頭側壁に対して倒壊するのを防ぐことが望ましい。図９には１つのイ
ンプラント２２０だけが示されているが、他の実施形態は、軟口蓋ＳＰに埋め込み可能な
２つ以上の横方向に延在する柔軟なインプラントを含んでもよい。
【００５５】
　図１０を参照すると、一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのシステ
ムが、患者の咽頭後壁ＰＰＷに埋め込まれた１組の柔軟なインプラント３２０Ａ、２０Ｂ
、３２０Ｃを含む。それぞれのインプラント３２０Ａ～３２０Ｃは、患者の前後軸に対し
て横方向に延在することが好ましい長手方向軸を有する。一実施形態では、柔軟なインプ
ラント３２０Ａ～３２０Ｃは、咽頭後壁が、舌の根部及び／又は軟口蓋ＳＰの方に内方に
倒壊するのを防ぐ。柔軟な流体充填インプラント３２０Ａ～３２０Ｃは、また、１つ又は
複数の咽頭側壁に埋め込まれてもよい。図１０には３つのインプラントが示されているが
、他の実施形態では、より少数又はより多数のインプラントが使用されてもよい。特定の
実施形態では、図１０に示されるインプラントのうちの１つ又は２つだけが咽頭壁に埋め
込まれてもよい。
【００５６】
　図１１を参照すると、一実施形態では、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのシステ
ムが、非圧縮性流体で満たされた中央チャンバ４２６と、圧縮性流体で満たされた外側チ
ャンバ４２８Ａ～４２８Ｄと、を有する柔軟な流体充填インプラント４２０を含む。柔軟
な流体充填インプラント４２０は、Ｘ形構成を有する。中央チャンバ４２６は、水、食塩
水、又は流動性ゲルなどの非圧縮性流体で満たされる。第１の柔隔膜４３０Ａが、中央チ
ャンバ４２６を第１の外側チャンバ４２８Ａから分離し、第２の柔隔膜４３０Ｂが、中央
チャンバ４２６を第２の外側チャンバ４２８Ｂから分離し、第３の柔隔膜４３０Ｃが、中
央チャンバ４２６を第３の外側チャンバ４２８Ｃから分離し、第４の柔隔膜４３０Ｄが、
中央チャンバ４２６を第４の外側チャンバ４２８Ｄから分離する。前述のように、インプ
ラント４２０が、外力（例えば、弛緩した舌）により撓むか曲がるとき、中央チャンバ４
２６内の非圧縮性流体４３４が、４つの柔隔膜４３０Ａ～４３０Ｄを、圧縮性流体を収容
する外側チャンバ４２８Ａ～４２８Ｄ内に外方に動かす。これに応じて、外側チャンバ４
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２８Ａ～４２８Ｄ内の圧縮性流体４３６が圧縮され、外側チャンバ内の圧力がわずかに高
くなってインプラント４２０の柔軟性がほんのわずか低下し、更なる屈曲の動きに対する
抵抗が最小になる。
【００５７】
　図１２を参照すると、一実施形態では、柔軟な流体充填インプラント５２０が、Ｙ形構
成を有する。インプラント５２０は、第１の脚５２７Ａ、第２の脚５２７Ｂ及び第３の脚
５２７Ｃを画定する中央チャンバ５２６を有する。中央チャンバ５２６は、食塩水、水、
又は流動性ゲルなどの非圧縮性流体で満たされることが望ましい。柔軟な流体充填インプ
ラント５２０は、充填柔隔膜５３０Ａ～５３０Ｃによって中央チャンバ５２６から分離さ
れることが望ましい外側チャンバ５２８Ａ～５２８Ｃを有する。外側チャンバ５２８Ａ～
５２８Ｃは、空気や窒素などの圧縮性流体で満たされることが望ましい。柔軟なインプラ
ント５２０が、外力によって屈曲するとき、中央チャンバ５２８内の非圧縮性流体５３４
が、柔隔膜４３２Ａ～４３２Ｃを外側チャンバ５２８Ａ～５２８Ｃ内に外方に動かし、外
側チャンバ５２８Ａ～５２８Ｃ内の圧縮性流体５３６の体積が減少する。外側チャンバ５
２８Ａ～１５２８Ｃ内の容積が減少するとき、外側チャンバ内の圧縮性流体が圧縮される
。屈曲の大部分の間、圧縮性流体５３６は、更なる屈曲に対してほとんど又は全く抵抗を
提供しない。かなり大きな屈曲の後でのみ、インプラントの剛性がかなり高まる。
【００５８】
　図１３Ａを参照すると、一実施形態では、柔軟なインプラント６２０が、中央チャンバ
６２６と、中央チャンバ６２６を取り囲む外側チャンバ６２８と、を有する。中央チャン
バ６２６は、非圧縮性流体６３４で満たされ、外側チャンバ６２８は、圧縮性流体６３６
で満たされることが好ましい。柔軟なインプラント６２０が屈曲するとき、中央チャンバ
６２６の物理的ひずみによって、外側チャンバ６２８内の容積が減少して外側チャンバ６
２８内の圧縮性流体６３６が圧縮される。屈曲の大部分の間、圧縮性流体６３６は、更な
る屈曲に対する抵抗をほとんど又は全く提供しない。外側チャンバ６２８内の圧縮性流体
の著しい圧縮により、かなり大きな屈曲の際にだけインプラントの剛性がかなり高まる。
【００５９】
　図１４を参照すると、一実施形態では、柔軟なインプラント７２０は、球形を有するこ
とが好ましい。柔軟な流体充填インプラント７２０は、中央チャンバ７２６と、中央チャ
ンバ７２６を取り囲む外側チャンバ７２８と、を有する。中央チャンバ７２６は、非圧縮
性流体７３４で満たされることが望ましい。外側チャンバ７２８は、圧縮性流体７３６で
満たされることが望ましい。インプラント７２０が屈曲する際、中央チャンバ７２６は、
物理的に変形されて、外側チャンバ７２８の容積が減少する。外側チャンバ７２８の容積
が減少するとき、外側チャンバ７２８内の圧縮性流体７３６が圧縮され、最終的にインプ
ラント７２０の柔軟性が小さくなる。
【００６０】
　図１５を参照すると、一実施形態では、柔軟なインプラント８２０が、第１のチャンバ
８２６と、第１のチャンバ８２６を取り囲む第２のチャンバ８２８と、を有する複合構造
を有する。したがって、第１のチャンバ８２６は、第２のチャンバ８２８内に配置される
。一実施形態では、第１のチャンバ８２６は、非圧縮性流体８３４で満たされ、第２のチ
ャンバ８２８は、圧縮性流体８３６で満たされることが好ましい。柔軟なインプラント８
２０に外力が加えられたとき、第１のチャンバ８２６の物理的ひずみによって、第２のチ
ャンバ８２８内の容積が減少して第２のチャンバ８２８内の圧縮性流体８３６が圧縮され
る。屈曲の大部分の間、圧縮性流体８３６は、更なる屈曲に対する抵抗をほとんど又は全
く提供しない。第２のチャンバ８２８内の圧縮性流体の大きな圧縮により、かなり大きな
屈曲の際にのみインプラントの剛性がかなり高まる。代替実施形態では、第１のチャンバ
８２６は、圧縮性流体で満たされてもよく、第２のチャンバ８２８は、非圧縮性流体で満
たされてもよい。
【００６１】
　本発明は、閉塞型睡眠時無呼吸症候群及び呼吸低下を治療するのに用いられる従来技術
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の方法及び装置に優る多くの利点を提供する。まず、本明細書に開示される方法、システ
ム及び装置は、侵襲が最低限の単純な外科的手技を提供する。典型的には、本明細書に開
示される方法、システム及び装置は、外来処置の間に利用することができる。加えて、本
明細書に開示される方法、システム及び装置は、閉塞型睡眠時無呼吸症候群及び呼吸低下
の治療の即効性及び長期的結果の両方を提供する。更に、本明細書に開示される方法、シ
ステム及び装置は、かなり高い患者コンプライアンスを必要としない。
【００６２】
　更に、開示される装置は、気道の軟組織に十分な支持を提供し、会話や嚥下などの覚醒
中の筋活動において軟組織に大きな力を及ぼさない。装置の屈曲は、インプラントの寸法
を増大させず、それにより、隣接組織の圧縮又は組織平面の望ましくない切開が最小限に
なる。
【００６３】
　更に、本発明は、下顎などの固定された硬質構造に舌を固定しない。これにより、本発
明は、嚥下や会話にほとんど影響を及ぼさず、それにより、先行技術の方法、システム及
び装置を上回る大きな改善が提供される。本発明はまた、好ましくは、長期的な生物適合
性を有する材料を用いる。
【００６４】
　本明細書に開示した様々な実施形態はヒトでの使用に関連しているが、全ての哺乳動物
、及び気道を有する全ての動物内で使用できることが想定される。更に、本明細書に開示
された方法、システム及び装置は、生体適合性である任意の材料、並びに装置が埋め込ま
れた後の拒絶反応を最小限にする、組織の内部成長を促進する、粘膜層の形成を促進する
、及び身体による装置の許容を改善する任意の溶液又は構成成分を組み込むことができる
。
【００６５】
　本明細書に使用される項目は整理目的のものであり、本明細書又は請求項の範囲を制限
するために使用することを意図したものではない。本出願全体に使用される用語「～得る
（may）」は、許可の意味（即ち、その可能性を有するという意味）で使用されるもので
あり、命令の意味（即ち、しなければならないという意味）ではない。同様に、「含む（
include、including、及びincludes）」は、それらを含むが限定されないことを意味する
。理解を容易にするために、可能な場合には、図に共通の同様要素を指定するために、同
様の参照番号が使用される。
【００６６】
　前述の事項は、本発明の実施形態に向けられているが、本発明の基本的範囲から逸脱す
ることなく、本発明の他の実施形態、及び更なる実施形態を考案することができる。した
がって、本発明の範囲は、添付の「特許請求の範囲」に明記されるようにのみ限定される
。
【００６７】
〔実施の態様〕
（１）　非圧縮性流体を収容する第１のチャンバと、
　圧縮性流体を収容する第２のチャンバと、
　前記第１と第２のチャンバを分離する柔隔膜と、を含み、前記第１のチャンバ内の前記
非圧縮性流体が、前記柔隔膜を介して前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体と連通する
、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラント。
（２）　前記第１のチャンバが、前記インプラントの屈曲中に一定のままの第１の容積を
有し、前記第２のチャンバが、前記インプラントの屈曲中に変化する第２の容積を有する
、実施態様１に記載のインプラント。
（３）　前記柔隔膜が、前記第２のチャンバ内に拡張可能で、前記第２のチャンバの前記
第２の容積を減少させ、前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体を圧縮する、実施態様２
に記載のインプラント。
（４）　前記第１のチャンバに外力を加えることにより、前記第２のチャンバ内に前記柔
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隔膜が拡張されて前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体が圧縮される、実施態様１に記
載のインプラント。
（５）
　前記インプラントが、生体適合性高分子材料又は生体適合性エラストマ材料を含む、実
施態様１に記載のインプラント。
（６）　前記第１のチャンバ内の前記非圧縮性流体が、液体、水、食塩水及び流動性ゲル
からなる群から選択される、実施態様１に記載のインプラント。
（７）　前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体が、気体、空気、及び窒素からなる群か
ら選択される、実施態様１に記載のインプラント。
（８）　前記インプラントが、患者の前後軸、横軸、垂直軸、若しくは水平軸と位置合わ
せ可能な長手方向軸、又は前記患者の前記前後軸、横軸、垂直軸、若しくは水平軸に対し
て傾斜した長手方向軸を有する、実施態様１に記載のインプラント。
（９）　前記第１と第２のチャンバの一方が、前記第１と第２のチャンバの他方の中に配
置された、実施態様１に記載のインプラント。
（１０）　前記インプラントが、中咽頭気道の軟組織に埋め込み可能である、実施態様１
に記載のインプラント。
【００６８】
（１１）　前記インプラントが、舌、軟口蓋、又は咽頭壁に埋め込み可能である、実施態
様１に記載のインプラント。
（１２）　非圧縮性流体を収容する中央チャンバと、
　前記中央チャンバの第１端と隣接配置され、第１の圧縮性流体を収容する第１の外側チ
ャンバと、
　前記中央チャンバの前記第１端と前記第１の外側チャンバを分離する第１の柔隔膜と、
　前記中央チャンバの第２端と隣接配置され、第２の圧縮性流体を収容する第２の外側チ
ャンバと、
　前記中央チャンバの前記第２端と前記第２の外側チャンバを分離する第２の柔隔膜と、
を有する、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラント。
（１３）　前記中央チャンバ内の前記非圧縮性流体が、前記第１の柔隔膜を介して前記第
１の圧縮性流体と連通し、前記第２の柔隔膜を介して前記第２の圧縮性流体と連通する、
実施態様１２に記載のインプラント。
（１４）　前記第１のチャンバが、前記インプラントに外力が加えられたときに一定のま
まの第１の容積を有し、前記第１と第２の外側チャンバが、前記インプラントに前記外力
が加えられたときに変化可能なそれぞれの容積を有する、実施態様１２に記載のインプラ
ント。
（１５）　前記第１の柔隔膜が、前記第１の外側チャンバ内に拡張可能で、前記第１の外
側チャンバの前記容積を減少させ、前記第１の外側チャンバ内の前記第１の圧縮性流体を
圧縮し、前記第２の柔隔膜が、前記第２の外側チャンバ内に拡張可能で、前記第２の外側
チャンバの前記容積を減少させ、前記第２の外側チャンバ内の前記第２の圧縮性流体を圧
縮する、実施態様１２に記載のインプラント。
（１６）　前記中央チャンバ内の前記非圧縮性流体が、液体、水、食塩水及び流動性ゲル
からなる群から選択され、前記それぞれの第１と第２の外側チャンバ内の前記第１と第２
の圧縮性流体が、気体、空気、及び窒素からなる群から選択される、実施態様１２に記載
のインプラント。
（１７）　前記インプラントが、中咽頭気道の軟組織に埋め込み可能である、実施態様１
２に記載のインプラント。
（１８）　中咽頭気道の軟組織に埋め込み可能な複数のインプラントを更に含む、実施態
様１７に記載のインプラント。
（１９）　前記インプラントが、舌、軟口蓋、又は咽頭壁に埋め込み可能である、実施態
様１７に記載のインプラント。
（２０）　前記インプラントが、屈曲するように適応され、前記非圧縮性流体と圧縮性流
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体とが協力して、初期の屈曲段階の間に屈曲に対してより少ない抵抗を提供し、更なる屈
曲段階の間に屈曲に対してより大きい抵抗を提供する、実施態様１２に記載のインプラン
ト。
【００６９】
（２１）　非圧縮性流体を収容する第１の柔軟なチャンバであって、インプラントの屈曲
中に一定のままの第１の容積を画定する第１のチャンバと、
　圧縮性流体を収容する第２のチャンバであって、前記インプラントの屈曲中に変化する
第２の容積を画定する第２のチャンバと、
　前記第１と第２のチャンバを分離する柔隔膜と、を有し、前記第１のチャンバ内の前記
非圧縮性流体が、前記柔隔膜を介して前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体と連通する
、閉塞型睡眠時無呼吸症を治療するためのインプラント。
（２２）　前記第２のチャンバ内の前記圧縮性流体が、初期の屈曲段階の間に屈曲に対し
てより少ない抵抗を提供し、後の屈曲段階の間に屈曲に対してより大きい抵抗を提供する
、実施態様２１に記載のインプラント。

【図１】
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