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(57)【要約】
　ヒトの痛覚の測定を行う装置及び方法を開示する。こ
れらは、患者の身体の一領域に可変強度の電気刺激を印
加するように構成された刺激装置と、患者の脳の１つ以
上の領域における皮質活動のレベルを測定するように構
成されたモニタリング装置と、刺激装置及びモニタリン
グ装置に接続されたマイクロプロセッサであって、電気
刺激の強度と、患者の脳の１つ以上の領域における活動
のレベルとを相関させることと、痛み強度の測定値、感
覚探知閾値（ＳＤＴ）の測定値、薬の鎮痛効果の測定値
、薬に対する耐性の発現の兆候、鎮痛薬誘発性痛覚過敏
の発現の兆候、異痛症の状態の兆候、痛み管理薬の用量
対反応特性の測定値、及び痛み状態の特性化のうちの少
なくとも１つを特定することと、を行うように構成され
たマイクロプロセッサと、を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　痛みを客観的に測定する装置であって、
　患者の身体の一領域に可変強度の電気刺激を印加するように構成された刺激装置と、
　前記患者の脳の１つ以上の領域における皮質活動のレベルを測定するように構成された
モニタリング装置と、
　前記刺激装置及び前記モニタリング装置に接続されたマイクロプロセッサであって、前
記電気刺激の強度と、前記患者の脳の前記１つ以上の領域における活動のレベルとを相関
させることと、痛み強度の測定値、感覚探知閾値（ＳＤＴ）の測定値、薬の鎮痛効果の測
定値、薬に対する耐性の発現の兆候、鎮痛薬誘発性痛覚過敏の発現の兆候、異痛症の状態
の兆候、痛み管理薬の用量対反応特性の測定値、及び痛み状態の特性化のうちの少なくと
も１つを特定することと、を行うように構成された前記マイクロプロセッサと、
　を備える装置。
【請求項２】
　前記刺激装置は、前記モニタリング装置によって皮質活動のＳＤＴレベルが測定される
まで、前記電気刺激の強度を漸増させるように構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記刺激装置は、Ａβ線維内に活動電位を発生させる第１の周波数、Ａδ線維内に活動
電位を発生させる第２の周波数、及びＣ線維内に活動電位を発生させる第３の周波数で電
気刺激を感覚神経線維に印加するように構成されている、
　請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記モニタリング装置は、近赤外分光法（ＮＩＲＳ）、脳波検査（ＥＥＧ）、機能的磁
気共鳴画像法（ｆＭＲＩ）、及び近赤外画像法（ＮＩＲＩ）のうちの少なくとも１つを利
用して、前記患者の脳の前記１つ以上の領域における皮質活動の前記レベルを測定する、
請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記モニタリング装置は、ＮＩＲＳと、２つの発光器及び２つの検出器を有するＮＩＲ
Ｓセンサとを利用して、前記患者の脳の前記１つ以上の領域における皮質活動の前記レベ
ルを測定する、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記モニタリング装置は又、ＥＥＧを、センサである電極とともに利用して、前記患者
の脳の前記１つ以上の領域における皮質活動の前記レベルを測定する、請求項５に記載の
装置。
【請求項７】
　前記モニタリング装置は、ＥＥＧを、センサである電極とともに利用して、前記患者の
脳の前記１つ以上の領域における皮質活動の前記レベルを測定する、請求項４に記載の装
置。
【請求項８】
　前記マイクロプロセッサは、グラフィカルユーザインタフェースの一部分であり、ペリ
フェラルインタフェースを介して第２のマイクロプロセッサと接続されており、前記接続
を介して前記第２のマイクロプロセッサを制御するように構成されており、
　前記第２のマイクロプロセッサは、前記マイクロプロセッサから受け取るコマンドに基
づいて、前記刺激装置及び前記モニタリング装置を制御する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　患者固有のパラメータを定義することと、痛み強度の測定値、ＳＤＴの測定値、薬の鎮
痛効果の測定値、薬に対する耐性の発現の兆候、鎮痛薬誘発性痛覚過敏の発現の兆候、異
痛症の状態の兆候、痛み管理薬の用量対反応特性の測定値、及び／又は痛み状態の特性化
を前記マイクロプロセッサが特定するかどうかを選択することと、についての入力を受け
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取るように構成されたユーザ入力装置を更に備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記患者固有パラメータは、目標となる神経線維、前記電気刺激が印加される時間の長
さ、前記電気刺激が印加される際の周波数、前記電気刺激が印加される際の強度、前記患
者の身体の、１つ以上のモニタリングセンサが配置される場所、前記患者の身体の、１つ
以上の刺激電極が配置される場所、前記患者が痛みを体験している場所、前記患者の発達
段階、前記患者の年齢、前記患者の体重、前記患者の性別、前記患者の病状、及び現在の
、又は予定されている治療介入のうちの少なくとも１つを含み、
　前記マイクロプロセッサは、前記神経特異的刺激の強度と、前記患者の脳の前記１つ以
上の領域における活動のレベルとを相関させることと、痛み強度の測定値、ＳＤＴの測定
値、薬の鎮痛効果の測定値、薬に対する耐性の発現の兆候、鎮痛薬誘発性痛覚過敏の発現
の兆候、異痛症の状態の兆候、痛み管理薬の用量対反応特性の測定値、及び／又は痛み状
態の特性化を、前記患者固有データ入力に少なくとも部分的に基づいて特定することと、
を行うように構成されている、
　　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記患者固有パラメータは、現在の、又は予定されている治療介入を含み、
　前記現在の、又は予定されている治療介入は、鎮痛薬の有効性が実証されているか予測
されている鎮痛薬、又は痛み管理を目的とした治験薬であり、
　前記マイクロプロセッサは、前記鎮痛薬の鎮痛効果又は前記治験薬の用量対反応特性を
測定することを、様々な周波数で電気刺激を印加することを前記刺激装置に指示すること
と、特定の神経感覚線維に対する前記鎮痛薬又は前記治験薬の鎮痛効果を、前記患者の脳
の前記１つ以上の領域において測定された活動のレベルに基づいて測定することと、によ
って行うように構成されている、
　請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記マイクロプロセッサは、前記鎮痛薬又は前記治験薬の鎮痛効果を、前記鎮痛薬又は
前記治験薬の投与前及び投与後の痛み知覚強度の複数の測定値を特定することにより、測
定するように構成されている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記マイクロプロセッサは、
　様々なパラメータを有する有害及び半有害刺激に対する反応としての、複数の第１の患
者の脳の１つ以上の領域における皮質活動の様々なレベルの複数の測定値を蓄積すること
であって、前記有害刺激は、前記半有害刺激に先だって、且つ／又は、１つ以上の臨床試
験の一環として印加される、前記蓄積することと、
　前記複数の測定値と、痛みスケールにおける、痛みスコアを表す複数の定量値とを相関
させることと、
　前記複数の測定値、これらに対応する定量値、及び前記対応する有害及び半有害刺激の
前記パラメータをデータライブラリに記憶することと、
　第２の患者の脳の前記１つ以上の領域における皮質活動の前記レベルの測定値に基づい
て前記第２の患者に前記定量値のうちの１つを割り当てることであって、前記第２の患者
に割り当てられる前記１つの定量値は、前記第２の患者の脳の前記１つ以上の領域におけ
る皮質活動の前記レベルの測定値に最も近い、前記データライブラリ内の測定値に対応す
る、前記割り当てることと、を行うように構成されている、
　請求項1に記載の装置。
【請求項１４】
　痛みを客観的に測定する方法であって、
　患者の身体の一領域に特定強度の電気刺激を印加するステップと、
　前記患者の脳の１つ以上の領域における皮質活動のレベルを測定するステップと、
　前記電気刺激の強度と、前記患者の脳の前記１つ以上の領域において測定された皮質活
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動の前記レベルとを相関させて、痛み強度の測定値、感覚探知閾値（ＳＤＴ）の測定値、
薬の鎮痛効果の測定値、薬に対する耐性の発現の兆候、鎮痛薬誘発性痛覚過敏の発現の兆
候、異痛症の状態の兆候、痛み管理薬の用量対反応特性の測定値、及び痛み状態の特性化
のうちの少なくとも１つを特定するステップと、
　を含む方法。
【請求項１５】
　電気刺激を印加する前記ステップは、皮質活動のレベルを測定する前記ステップにおい
て皮質活動のＳＤＴレベルが測定されるまで、前記電気刺激の強度を漸増させるステップ
を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　電気刺激を印加する前記ステップは、Ａβ線維、Ａδ線維、及びＣ線維のうちの１つに
活動電位を発生させる為に選択された周波数で電気刺激を印加するステップを含む、請求
項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　皮質活動のレベルを測定する前記ステップは、近赤外分光法（ＮＩＲＳ）、脳波検査（
ＥＥＧ）、機能的磁気共鳴画像法（ｆＭＲＩ）、及び近赤外画像法（ＮＩＲＩ）のうちの
少なくとも１つを利用するモニタリング装置を用いて実施される、請求項１４に記載の方
法。
【請求項１８】
　前記患者の後頭皮質に１つ以上の第１のモニタリングセンサを配置するステップと、
　前記患者の体性感覚皮質と前記患者の背外側前頭前皮質とのうちの１つ以上に１つ以上
の第２のモニタリングセンサを配置するステップと、を更に含み、
　皮質活動のレベルを測定する前記ステップは、前記患者の体性感覚皮質と前記患者の背
外側前頭前皮質とのうちの１つ以上において測定された皮質活動を、前記患者の後頭皮質
において測定された皮質活動と比較することによって実施される、
　請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　皮質活動のレベルを測定する前記ステップは、ＮＩＲＳと、２つの発光器及び２つの検
出器を有するＮＩＲＳセンサとを利用するモニタリング装置を用いて実施される、請求項
１８に記載の方法。
【請求項２０】
　皮質活動のレベルを測定する前記ステップは、ＥＥＧを、センサである電極とともに利
用して、前記患者の脳の前記１つ以上の領域における皮質活動の前記レベルを測定するモ
ニタリング装置を用いても実施される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　皮質活動のレベルを測定する前記ステップは、ＥＥＧを、センサである電極とともに利
用して、前記患者の脳の前記１つ以上の領域における皮質活動の前記レベルを測定するモ
ニタリング装置を用いて実施される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　電気刺激を印加する前記ステップを実施するように刺激装置を第１のマイクロプロセッ
サで制御するステップと、
　皮質活動のレベルを測定する前記ステップを実施するようにモニタリング装置を前記第
１のマイクロプロセッサで制御するステップと、
　グラフィカルユーザインタフェース内に設けられた第２のマイクロプロセッサで前記第
１のマイクロプロセッサを制御するステップであって、前記電気刺激の強度と、前記患者
の脳の前記１つ以上の領域において測定された皮質活動の前記レベルとを相関させる前記
ステップは前記第２のマイクロプロセッサによって実施される、前記第１のマイクロプロ
セッサを制御する前記ステップと、
　を更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
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　患者固有のパラメータを定義することと、前記電気刺激の強度と、前記患者の脳の前記
１つ以上の領域において測定された皮質活動の前記レベルとを相関させる前記ステップが
、痛み強度の測定値、感覚探知閾値（ＳＤＴ）の測定値、薬の鎮痛効果の測定値、薬に対
する耐性の発現の兆候、鎮痛薬誘発性痛覚過敏の発現の兆候、異痛症の状態の兆候、痛み
管理薬の用量対反応特性の測定値、及び／又は痛み状態の特性化を特定するかどうか、を
選択することと、についての入力をユーザから受け取るステップを更に含む、請求項１４
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記患者固有パラメータは、目標となる神経線維、前記電気刺激が印加される時間の長
さ、前記電気刺激が印加される際の周波数、前記電気刺激が印加される際の強度、前記患
者の身体の、１つ以上のモニタリングセンサが配置される場所、前記患者の身体の、１つ
以上の刺激電極が配置される場所、前記患者が痛みを体験している場所、前記患者の発達
段階、前記患者の年齢、前記患者の体重、前記患者の性別、前記患者の病状、及び現在の
、又は予定されている治療介入のうちの少なくとも１つを含み、
　前記電気刺激の強度と、前記患者の脳の前記１つ以上の領域において測定された皮質活
動の前記レベルとを相関させる前記ステップは、痛み強度の測定値、ＳＤＴの測定値、薬
の鎮痛効果の測定値、薬に対する耐性の発現の兆候、鎮痛薬誘発性痛覚過敏の発現の兆候
、異痛症の状態の兆候、痛み管理薬の用量対反応特性の測定値、及び／又は痛み状態の特
性化を、前記患者固有データ入力に少なくとも部分的に基づいて特定する、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記患者固有パラメータは、現在の、又は予定されている治療介入を含み、
　前記現在の、又は予定されている治療介入は、鎮痛薬の有効性が実証されているか予測
されている鎮痛薬、又は痛み管理を目的とした治験薬であり、
　電気刺激を印加する前記ステップは、電気刺激を様々な周波数で印加するステップを含
み、
　前記電気刺激の強度と、前記患者の脳の前記１つ以上の領域において測定された皮質活
動の前記レベルとを相関させる前記ステップは、特定の神経感覚線維に対する前記鎮痛薬
又は前記治験薬の鎮痛効果を、前記患者の脳の前記１つ以上の領域において測定された活
動の前記レベルに基づいて特定する、
　請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　電気刺激を印加する前記ステップ、及び皮質活動のレベルを測定する前記ステップは、
前記鎮痛薬又は前記治験薬の投与前と投与後とに実施され、
　前記電気刺激の強度と、前記患者の脳の前記１つ以上の領域において測定された皮質活
動の前記レベルとを相関させる前記ステップは、前記鎮痛薬又は前記治験薬の投与前と投
与後とに取得された前記測定値を用いて実施される、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２７】
　様々なパラメータを有する有害及び半有害刺激に対する反応としての、複数の第１の患
者の脳の１つ以上の領域における皮質活動の様々なレベルの複数の測定値を蓄積するステ
ップであって、前記有害刺激は、前記半有害刺激に先だって、且つ／又は、１つ以上の臨
床評価の一環として印加される、前記蓄積するステップと、
　前記複数の測定値と、痛みスケールにおける、痛みスコアを表す複数の定量値とを相関
させるステップと、
　前記複数の測定値、これらに対応する定量値、及び前記対応する有害及び半有害刺激の
前記パラメータをデータライブラリに記憶するステップと、
　第２の患者の脳の前記１つ以上の領域における皮質活動の前記レベルの測定値に基づい
て前記第２の患者に前記定量値のうちの１つを割り当てるステップであって、前記第２の
患者に割り当てられる前記１つの定量値は、前記第２の患者の脳の前記１つ以上の領域に
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おける皮質活動の前記レベルの測定値に最も近い、前記データライブラリ内の測定値に対
応する、前記割り当てるステップと、
　を更に含む、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、痛みの客観的測定を可能にする痛み評価装置及び方法に関する。痛みの客観
的測定は、痛み強度及び感覚探知閾値（ＳＤＴ）の定量的等級付けを行うこと、鎮痛薬に
対する反応を特定すること、痛み管理を目的とした新薬及び／又は治験薬の有効性並びに
用量と反応との関係を評価すること、痛みの状態を客観的に特性化すること、様々な薬や
痛み介入による耐性及び／又は鎮痛薬誘発毒性の発現を識別すること、並びに痛み管理を
指導することの為に行う。より具体的には、本発明は、弱有害な神経特異的電気刺激及び
／又は手動で加えられる有害刺激に対する血行力学的反応及び／又は神経生理学的反応に
基づいて、痛みの客観的、定性的、且つ定量的な尺度を与える為に、神経選択的電気刺激
を、皮質活動モニタリングと組み合わせて用いる痛み評価装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療提供者は、診断及び治療にあたる患者の苦痛のレベルが様々であるという問題にし
ばしば直面する。患者の痛みを適切に評価することは、痛みの診断及び治療を正しく行う
為には不可欠である。しかしながら、医療提供者は、患者が自分の体験している痛みを正
確に説明することができない為に、そのような評価を行うことが困難である場合が多い。
こうした困難さは、効果のない治療、不十分な治療、及び／又は過剰な治療につながる場
合がある。
【０００３】
　より詳細には、痛みの体験には、少なくとも２つの構成要素がある。１）「感覚的」（
侵害的）要素、並びに、２）「情動的」（感情的）要素である。感覚的要素は、特定刺激
に対する反応として体性感覚系内で体験される侵害受容の感覚モダリティ（例えば、刺激
に関する情報を患者の脳に運ぶ神経線維）からなる。情動的要素は、痛みが将来に及ぼす
影響に関連付けられた不愉快さ及び他の感情（例えば、苛立ち、恐怖、苦悩など）からな
る。
【０００４】
　従来の医療提供者は、患者の苦痛の量及び／又は強度を主観的、定性的、且つ／又は半
定量的に測定する為に、様々な装置／方法を用いてきた。最もよく用いられてきた装置／
方法は、カテゴリ別痛み記述子である。例えば、図１Ａは、言葉痛み強度スケールを示し
ており、これは、形容詞的記述子（例えば、「痛くない」、「少し痛い」、「ほどほど痛
い」、「かなり痛い」、「非常に痛い」、「これ以上ないほど痛い」など）に基づく痛み
強度測定に使用する。図１Ｂは、数値的痛み強度スケールを示しており、これは、数値的
等級付け（即ち、０の「痛くない」から１０の「これ以上ないほど痛い」まで）に基づく
痛み強度測定に使用する。図１Ｃは、視覚的アナログスケール（ＶＡＳ）を示しており、
これは、２つの端点の間の連続的直線上の位置（即ち、左側端点に近いほど「痛くない」
に近く、右側端点に近いほど「これ以上ないほど痛い」に近い）に基づく痛み強度測定に
使用する。図１Ｄは、ウォン・ベーカー（Ｗｏｎｇ－Ｂａｋｅｒ）痛み強度スケールを示
しており、これは、患者がどのように感じているかを最もよく表している顔（例えば、満
面の笑顔は「痛くない」であり、泣き顔は「これ以上ないほど痛い」）に基づく痛み強度
測定に使用する。図１Ｅは、未熟児痛みプロファイル（ＰＩＰＰ）痛み評価スケールを示
しており、これは、具体的な行動観察結果に対応するスコア（即ち、「リラックスした姿
勢」が「痛くなさそう」に対応し、「のたうち回る」が「かなり痛い」に対応する）に基
づく痛み測定に使用する。図１Ｆは、泣き叫び、酸素要求、バイタルサイン上昇、表情、
及び不眠（ＣＲＩＥＳ）痛み評価スケールを示しており、これは、複数の異なる行動観察
結果を総計したスコア（即ち、「正常な」呼吸はスコア０に対応し、「顔をしかめる」は
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スコア２に対応する）に基づく痛み測定に使用する。これらの図が示すように、カテゴリ
別痛み記述子は、言葉、数値、視覚、観察結果、又はこれらの組み合わせであってよい。
【０００５】
　図１Ａの言葉痛み強度スケール、図１Ｂの数値痛み強度スケール、及び図１ＣのＶＡＳ
は、主に、痛みを認識できる成人の痛み強度の評価に用いる。これらの装置／方法は、患
者が、医師又は開業医による、患者の痛みについての質問を理解すること、並びに、ある
程度の診断評価を可能にする為に、自分の痛みが各スケール上のどこに当てはまると思う
かを、患者が口頭、又は他の提示方法で伝達できることを必要とする。医療提供者は、患
者に対し、自分の痛みを、対応するカテゴリ別記述子を使用して説明するように指示し、
患者の回答に従ってスケールの該当箇所にマーキングする。
【０００６】
　これらの方法は、自分の痛みの強さ又は場所を医師又は開業医に伝達できない患者（例
えば、自分の痛み又は医師の質問を理解できない患者、「言葉を使えない」患者又は他の
何らかの、言葉又は認識に困難がある患者、発達障害がある患者など）には使用できない
。この為、小児や認識に難がある成人の痛み強度測定には、図１Ｄのウォン－ベーカー痛
み強度スケールを使用する。乳幼児や言葉を使えない患者の痛み強度測定には、図１Ｅの
ＰＩＰＰ痛み評価スケールや図１ＦのＣＲＩＥＳ痛み評価スケールを主に使用する。これ
ら２つの装置／方法は、医療提供者の観察だけを頼りにする。
【０００７】
　他の痛み評価装置／方法も、同様の弱点を抱えている。例えば、痛み耐性閾値（ＰＴＴ
）及び痛み知覚閾値（ＰＰＴ）は共に、患者からの言葉による返答を頼りにして決定する
。これらの決定は、主観的且つ半定量的であり、電気刺激を用いて大径及び小径の知覚神
経線維の両方を直接興奮させて行う。ＰＰＴの決定値は、潜在的に有害である電気刺激の
、知覚できる最小量を表しており、一方、ＰＴＴの決定値は、有害電気刺激の、医療診断
ツールとして用いた場合に耐えることが可能な最大量を表している。従って、ＰＴＴの決
定値は、患者の主観的な、言葉による返答だけに依存するのではなく、患者が、ある程度
の嫌悪刺激を体験することを必要としており、これは、望ましくない不快感を患者に与え
るばかりでなく、痛みの感情的要素をも誘発してしまう。
【０００８】
　同様に、神経障害性痛みの診断に利用可能な装置／方法は、患者の痛みの強度及び特徴
（例えば、焼けるような、刺すような、ずきずきする、など）を患者自身が報告すること
を必要とする。この要件の為には、ある程度の教養や認識能力が必要であるが、発達遅延
のある患者、言葉を使えない患者、或いは、非常に幼い患者には、それらが欠落している
。更に、検査パラダイムを実施する為には、患者の主観的な入力が必要である。
【０００９】
　上述の従来の装置／方法に伴う、カテゴリ分けの制限により、医療提供者は、同程度の
痛み強度の説明が患者ごとにばらばらであるという事態に遭遇することが避けられない（
特に、痛みの感情的要素が性質として非常に主観的であるという点において）。痛み閾値
は人によって異なる可能性があり、それらの痛み閾値は、外的影響（例えば、気を散らす
ものや雰囲気）によって変化する可能性がある。こうした状況依存要素及び経験的認識要
素は、部分的には、痛みが最もよく発生するのが、けがや病気などの外傷性事象の一環と
してであるという事実の結果である。例えば、有害刺激に対する反応としての患者の侵害
性痛みは、苛立ち、恐怖、苦悩、及び／又は苦痛などの感情を伴う場合がある。この為、
同程度の侵害性痛みを体験した複数の患者の間で痛みの説明が異なる場合があり、その結
果、診断及び治療内容が異なってしまう場合がある。こうした問題が悪化するのは、患者
が自分の痛みを説明できず、医療提供者が自分で患者を理学的に観察するしかない場合で
ある（例えば、幼児、乳幼児、新生児、言葉を使えない患者、発達障害がある患者の場合
）。
【００１０】
　痛みの侵害的要素も、患者ごとに主観的である場合がある。例えば、痛覚過敏に苦しん
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でいる患者は、侵害的痛みに対して強調された反応を体験する可能性がある。患者は、病
気の際の挙動の一環として侵害的痛みに対して敏感になる可能性がある（即ち、病気に対
する展開的反応）。また、異痛症に苦しんでいる患者であれば、普通は侵害的痛みを引き
起こさないような刺激で侵害的痛みを体験する可能性がある。この為、患者によっては、
他の患者より痛みに敏感な場合があり、そのような患者は、理学的所見に対して不釣り合
いな侵害的苦痛を体験する可能性がある。その結果、そうした患者を適正に診断及び治療
することが殊更困難になる可能性がある。
【００１１】
　患者が体験する痛みの主観的要素が様々であることに加えて、患者が故意でなく自分の
痛みの評価を正しく行わないようにする場合がある。例えば、患者が痛みの程度を伝えよ
うとしない場合や、患者が医療提供者から厄介者或いは薬を欲しがる者として見られるこ
とをおそれる場合がある。或いは、患者が、自分の病気に対して、意気消沈していたり、
運命として諦めていたりする場合があり、その為、痛みが避けられないものであり、耐え
なければならないものであると感じている場合がある。医療提供者の側ですら、痛みが避
けられないものであり、耐えなければならないものであるとする姿勢をとる場合や、個人
的な先入観や偏見が評価の独立性を阻害している場合がある。このように、患者にとって
内的であれ外的であれ、様々な主観的要因が存在し、これらが患者の痛み評価を潜在的に
偏向させている可能性があり、結果として、不正確な診断や、効果のない治療、不十分な
治療、及び／又は過剰な治療につながる可能性がある。
【００１２】
　こうした主観的要因は、痛みの診断及び治療に悪影響を及ぼすだけでなく、痛み管理に
用いる薬（即ち、鎮痛薬及び他の痛み介入）の有効性についての臨床試験にも悪影響を及
ぼす。そのような臨床試験における主たる結果因子は、痛み緩和及び痛み軽減である。し
かし、従来の痛み評価装置／方法では、得られる結果の個人間のばらつきが大きい為に、
臨床試験又は他の臨床評価において、痛み緩和及び痛み軽減（即ち、有効性）の客観的測
定量を得ることが困難であった。その為、そのような臨床試験の結果は、その精度、ひい
ては有用性が限定されたものであった。
【００１３】
　鎮痛薬の有効性を客観的に測定することは、従来の痛み評価装置／方法では困難である
が、それに加えて、特定の鎮痛薬を長期間にわたって、且つ／又は、高用量投与すること
により、この困難さが更に増す可能性がある。例えば、オピオイド（例えば、モルヒネ、
ヘロイン、ヒドロコドン、オキシコドン、メタドンなど）を長期間にわたって、且つ／又
は、高用量投与すると、結果として、患者において、有害刺激に対して敏感（即ち、オピ
オイド誘発性痛覚過敏）になる場合があり、且つ／又は、以前は無害であった刺激に対し
て痛みがある反応（即ち、オピオイド誘発性異痛症）を示すようになる場合がある。しか
しながら、これらのオピオイド誘発性毒性の形態は、オピオイドに対する耐性と同様の正
味効果を示す為、これらの形態を耐性と区別することが、臨床状況では困難である。そし
て、オピオイドの用量を増やすことは、耐性を克服することには効果的な方法となりうる
が、オピオイド誘発性の痛覚過敏又は異痛症を補償する為にこれを行うことは、身体依存
性を高めながら痛みに対してますます敏感にすることになり、患者の症状を逆に悪化させ
る可能性がある。このような場合は、オピオイド治療を完全にやめてしまうほうが、実際
には患者にとって有利である可能性がある。従って、医療提供者にとっては、実際の痛み
を診断し、定量化し、治療によって誘発された副作用と区別することが可能であることが
最も重要である。更に、医療提供者にとっては、そのような形態のオピオイド誘発性毒性
の発生を識別することによって、それらを耐性と区別し、適切な治療を行うことが可能で
あるようにすることが非常に重要である。
【００１４】
　上述のように、当該技術分野においては、患者（具体的には、幼児、乳幼児、新生児、
及び言葉を使えない患者又は他の何らかの、言葉又は認識に困難がある患者（例えば、発
達障害がある患者））の痛みを客観的且つ定量的に評価及び特性化する装置及び方法が必
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要とされている。又、当該技術分野においては、現在使用されている鎮痛薬及び他の痛み
介入の効果を客観的に測定し、又、痛み管理を目的とした新薬及び／又は治験薬並びに介
入の有効性並びに用量と反応との関係を客観的に測定する装置及び方法も必要とされてい
る。又、当該技術分野においては、そのような鎮痛薬に対する耐性及び／又は鎮痛薬誘発
毒性の発現を検出する装置及び方法が必要とされている。更に、複数の証拠が示唆すると
ころによれば、発育上の予期しない時期に、新生児が繰り返し且つ長期間にわたって痛み
にさらされると、新生児のその後の痛み処理、長期的発育、及び挙動が変化する。従って
、新生児期後の痛み処理経路のそのような変化を防ぐ為には、新生児期における痛みの適
正な診断、定量化、並びに適切な痛み治療を行うことが最も重要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　少なくとも上述の課題及び／又は不利点に対処する為に、本発明は、ヒトの痛覚の測定
の装置及び方法を提供することを、限定ではない目的とする。本装置及び方法は、患者の
身体の一領域に可変強度の電気刺激を印加するように構成された刺激装置と、患者の脳の
１つ以上の領域における皮質活動のレベルを測定するように構成されたモニタリング装置
と、刺激装置及びモニタリング装置に接続されたマイクロプロセッサであって、電気刺激
の強度と、患者の脳の１つ以上の領域における活動のレベルとを相関させることと、痛み
強度の測定値、感覚探知閾値（ＳＤＴ）の測定値、薬の鎮痛効果の測定値、薬に対する耐
性の発現の兆候、鎮痛薬誘発性痛覚過敏の発現の兆候、異痛症の状態の兆候、痛み管理薬
の用量対反応特性の測定値、及び痛み状態の特性化のうちの少なくとも１つを特定するこ
とと、を行うように構成されたマイクロプロセッサと、を含む。本発明のこれら及び他の
目的、利点、及び特徴については、以下に書かれた説明を、添付の図面及び特許請求の範
囲と併せて参照することにより、より容易に明らかになるであろう。
【００１６】
　以下の図面を参照することにより、本発明の各態様がよりよく理解されるであろう。こ
れらの図面は、本明細書の一部をなしており、本発明の好ましい実施態様を表している。
図面内の各要素は、必ずしも正しい縮尺では描かれておらず、その代わりに、本発明の原
理を示すことに力点が置かれている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ－１Ｆ】従来の痛み評価装置／方法の例を示す図である。
【図２】典型的なヒトの感覚神経の神経線維径の分布を示すグラフ、及び本発明の限定的
でない一実施形態による、これらの神経線維に対する神経特異的電気刺激を列挙したチャ
ートである。
【図３Ａ－３Ｂ】ＮＩＲＳを用いて測定された、刺激に対する反応を示す、時間に対して
プロットされた総ヘモグロビンの変化を示すグラフである。
【図４Ａ】時間に対してプロットされたＥＥＧ発振を示すグラフである。
【図４Ｂ】ＥＥＧを用いて測定された、刺激に対する反応を示す、時間に対してプロット
された、図４ＡのＥＥＧ発振に対するフィッシャーのＺ値を示すグラフである。
【図５】本発明の非限定的な一実施形態による痛覚計を示す概略図である。
【図６】本発明の非限定的な一実施形態による痛覚計の神経選択的刺激装置コンポーネン
トを示す概略図である。
【図７】本発明の非限定的な一実施形態による痛覚計の皮質活動モニタコンポーネントを
示す概略図である。
【図８Ａ】本発明の非限定的な一実施形態による、単一発光器／二重検出器ＮＩＲＳセン
サを示す図である。
【図８Ｂ】本発明の非限定的な一実施形態による、二重発光器／二重検出器ＮＩＲＳセン
サを示す図である。
【図９】本発明の非限定的な一実施形態による痛覚計のコンポーネントインタフェースを
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示すブロック図である。
【図１０】本発明の非限定的な一実施形態による痛覚計のグラフィカルユーザインタフェ
ースコンポーネントを示すブロック図である。
【図１１Ａ】本発明の非限定的な一実施形態による一例示的グラフィカル表示を示す図で
ある。
【図１１Ｂ】本発明の別の非限定的な実施形態による別の例示的グラフィカル表示を示す
図である。
【図１２】本発明の別の非限定的な実施形態による処理ループを示すフローチャートであ
る。
【図１３】本発明の別の非限定的な実施形態による制御／分析ループ処理を示すフローチ
ャートである。
【図１４】本発明の別の非限定的な実施形態による刺激ループ処理を示すフローチャート
である。
【図１５】本発明の別の非限定的な実施形態によるモニタリングループ処理を示すフロー
チャートである。
【図１６】本発明の非限定的な一実施形態による、痛み評価処理が実施されている間の時
間に対してプロットされた痛み測定値を示すグラフである。
【図１７】本発明の別の非限定的な実施形態による、別の痛み評価処理が実施されている
間の時間に対してプロットされた痛み測定値を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明は、先行技術の弱点を克服し、少なくとも後述の利点を提供するものであって、
その為には、神経特異的電気刺激を皮質活動モニタリングと統合することにより、痛みの
客観的、定性的、且つ定量的な測定値、感覚探知閾値（ＳＤＴ）、薬及び他の痛み介入の
鎮痛効果、鎮痛薬及び他の痛み介入の薬力学的影響、痛み管理を目的とした、新規な治験
薬及び他の介入の有効性並びに用量と反応との関係、並びに、様々な薬や痛み介入による
耐性及び／又は鎮痛薬誘発毒性の発現を取得する。本発明は又、様々な痛み状態（例えば
、神経障害性痛み、痛覚過敏、異痛症など）の客観的特性化を行うことを可能にする。よ
り詳細には、神経特異的電気刺激を患者に漸増的に印加していき、刺激が特定の知覚神経
線維を活性化するまで（即ち、目標神経線維において閾値活動電位が発生するまで）、但
し、痛みの感情的要素を誘発しないように印加していく。言い換えると、明白な痛みがな
く、身体への害がまったくない状態で興奮が検出される程度まで、知覚神経線維を活性化
する。そして、患者が明白な痛みを受けない為、皮質活動モニタリング技術を用いて、患
者が体験する侵害受容のレベルを測定する。本発明は、これらの技術を統合して、患者が
体験する侵害受容の測定レベルと、印加される神経特異的電気刺激のタイプとの直接的相
関を与えることにより、その刺激に対する患者の反応の客観的、定性的、且つ定量的な測
定を行うものである。
【００１９】
　神経特異的電気刺激に対する、測定された患者の反応を用いて、患者のＳＤＴを決定し
、患者の刺激反応の診断的特性化（例えば、神経障害性痛み、痛覚過敏、異痛症など）を
行う。又、測定された患者の反応を用いて、印加されている神経特異的電気刺激のタイプ
に応じた、患者のＳＤＴに対する様々な薬及び痛み介入の鎮痛効果を特定する。そして、
本発明は、これらの測定を、時間を追って繰り返すことにより、様々な薬による耐性及び
／又は鎮痛薬誘発毒性の発現を検出することも可能である。従って、本発明は、患者にお
ける痛みを客観的且つ定量的に評価する装置及び方法を提供するだけでなく、薬及び他の
痛み介入の鎮痛効果を客観的に測定し、痛み管理を目的とした新規な治験薬及び他の介入
の有効性並びに用量と反応との関係を測定し、痛み状態を客観的に特性化する装置及び方
法も提供する。
【００２０】
　本発明によって提供されるこれらの利点及び他の利点は、以下、並びに添付図面におけ
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る好ましい実施形態の説明により、よりよく理解されるであろう。好ましい実施形態を説
明するにあたっては、わかりやすくする為に具体的な専門用語を用いている。しかしなが
ら、本発明は、そのように選択された具体的な専門用語に限定されるものではなく、具体
的な用語のそれぞれは、同様の目的を達成する為に同様に動作する全ての技術的等価物を
包含することを理解されたい。例えば、「Ａβ線維」、「Ａδ線維」、「Ｃ線維」という
用語は、ヒトの皮膚の一次神経線維を限定的に意味する場合に用いるだけでなく、より広
く、筋肉、関節、及び内臓における対応する神経線維（例えば、ＩＩ群、ＩＩＩ群、及び
ＩＶ群の神経線維）を意味する場合にも用いる。
【００２１】
Ａ．神経特異的電気刺激
　体性感覚系は、接触、温度、姿勢、痛みなどの感覚モダリティを生成する受容器及び処
理中枢を含む。感覚受容器は、人体の皮膚及び上皮、骨格筋、骨及び関節、並びに内臓を
覆う神経終末である。これらの感覚受容器は、様々なタイプの神経線維によって刺激され
、同じ細胞又は隣接する細胞において段階的電位又は活動電位を発生させることにより、
刺激に対する反応としての感覚変換を開始する。これらの神経線維は、軸索伝導速度、無
反応時間、線維サイズ、髄鞘形成などの特性に基づいて等級分けすることが可能である。
【００２２】
　図面を参照すると、図２は、ヒトの典型的な感覚神経の神経線維径の分布を示すグラフ
と、対応する神経線維特性を列挙した表とを示している。ヒトの典型的な感覚神経は、一
次求心線維が束ねられて構成されている。ヒトの皮膚の一次線維は、大径（例えば、５－
１２μｍ）且つ有髄のＡベータ（Ａβ）線維、中径（即ち、２－５μｍ）且つ有髄のＡデ
ルタ（Ａδ）線維、及び小径（即ち、０．２－１．５μｍ）且つ無髄のＣ線維を含んでい
る。ヒトの筋肉の一次線維は、類似の有髄軸索群、即ち、Ａβ線維と類似のＩＩ群線維、
Ａδ線維と類似のＩＩＩ群線維、及びＣ線維と類似のＩＶ群線維に細分される。そして、
関節の一次線維は、Ｉ群線維だけでなくＩＩ群、ＩＩＩ群、及びＩＶ群線維を含んでいる
が、このうちのＩＶ群線維は、類似の皮膚線維を持たないが、Ａα筋線維と同様である。
これらの主要な線維タイプのそれぞれは、それぞれの特徴的な神経生理学的特性、感覚機
能、脱分極特性、電気刺激によって誘起される興奮、並びに伝導ブロック感受性を有して
いる。
【００２３】
　例えば、Ａβ線維は、様々な皮膚機械的受容器及び少数の内臓機械的受容器と結合され
ており、Ｉ群及びＩＩ群線維は、筋機械的受容器及び関節機械的受容器と結合されている
。Ａβ線維並びにＩ群及びＩＩ群線維は、「低閾値」線維と見なされている。これは、そ
れらの線維が、皮膚に対する無害刺激（例えば、皮膚の押し込み、皮膚及び毛の動き、皮
膚及び毛の振動など）、筋肉に対する無害刺激（例えば、筋肉の長さの変化、筋肉の伸長
、筋肉の収縮、筋肉の振動など）、及び関節に対する無害刺激（例えば、関節の膨張、関
節の収縮、関節の振動など）を検出する為である。Ａβ線維及びＩＩ群線維は、伝導速度
が速い（例えば、それぞれ、３０－７５ｍ毎秒及び２４－７１ｍ毎秒である）。Ｉ群線維
は、伝導速度が更に速い（例えば、７２－１２０ｍ毎秒である）。Ａβ線維及びＩＩ群線
維は、典型的には、接触、圧迫、及び／又は振動の知覚信号を伝達するインパルスを伝導
する。そのような信号の伝導は、病変部の加圧による閉塞の影響を最も受けやすい。
【００２４】
　Ａδ線維、Ｃ線維、並びにＩＩＩ群及びＩＶ群線維は、機械的受容器、温度受容器、及
び多モード侵害受容器と結合されている。これらは、「高閾値」線維と見なされている。
これは、それらが、Ａβ線維並びにＩ群及びＩＩ群線維に対する刺激（即ち、無害刺激）
より高い強度の刺激（即ち、有害刺激）を検出するからである。これらは、皮膚に対する
有害刺激（例えば、激しい圧迫、過酷な温度、皮膚組織の損傷など）、筋肉に対する有害
刺激（例えば、激しい圧迫、虚血。筋肉組織の損傷など）、及び関節に対する有害刺激（
例えば、極端な曲げ、無害な動き、関節のプロービングなど）を検出する。これらの線維
は、有害刺激と無害刺激とを区別しないものもあれば、痛みを伴う激しい刺激にのみ反応
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するものもある。
【００２５】
　Ａδ線維及びＩＩＩ群線維は、伝導速度が中程度である（例えば、それぞれ、１２－３
０ｍ毎秒及び６－２３ｍ毎秒である）。Ｃ線維及びＩＶ群線維は、伝導速度が遅い（例え
ば、それぞれ０．３－１．５ｍ毎秒、及び２．５ｍ毎秒未満）。Ａδ線維及びＩＩＩ群線
維と、Ｃ線維及びＩＶ群線維との間で伝導速度に差があることは、部分的には、Ａδ線維
及びＩＩＩ群線維が有髄であって（即ち、電気的絶縁物質である薄い髄鞘で覆われていて
）、Ｃ線維及びＩＶ群線維が無髄であるという事実に起因している。この為、Ａδ線維及
びＩＩＩ群線維を刺激すると、鋭利な性質の急速な痛みが早い時点で誘発されるが、Ｃ線
維及びＩＶ群線維を刺激すると、鈍く、ずきずきする性質の長引く痛みが遅い時点で誘発
される。言い換えると、Ａδ線維及びＩＩＩ群線維は、典型的には、激しい圧迫、過酷な
温度、及び／又はけがによる痛みの初期知覚信号を伝達するインパルスを伝導し、Ｃ線維
及びＩＶ群線維は、痛みの初期知覚に続く、長引く、ずきずきする体験の信号を伝達する
インパルスを伝導する。Ａδ線維及びＩＩＩ群線維による信号の伝導は、病変部に酸素が
十分に供給されないことによる閉塞の影響を最も受けやすく、Ｃ線維及びＩＶ群線維によ
る信号の伝導は、病変部に麻酔をかけて麻痺させることによる閉塞の影響を最も受けやす
い。
【００２６】
　図２に戻ると、無髄のＣ線維は、典型的なヒトの感覚神経において最も多くある線維で
あり（最大８０％）、Ａδ線維及びＡβ線維は、互いに同等に少ない（それぞれ最大１０
％）。小径のＣ線維は、無反応時間が最も長く、より径が大きいＡδ線維及びＡβ線維は
、無反応時間がより短い。これらの無反応時間の違いは、各線維の表面積当たりの使用可
能なイオンチャネルの量の直接の結果であろう。径が小さいほど、荷電閾値も高くなり、
線維において活動電位を発生させる為の刺激脱分極に長い時間を必要とする。例えば、薬
理学的介入又は病的状態がない場合、Ｃ線維には、０．０１－２．０ｍＡの範囲の正弦波
を５Ｈｚの周波数で印加することにより、Ｃ線維において活動電位を発生させることが可
能であり、Ａδ線維には、０．０３－２．２ｍＡの範囲の正弦波を２５０Ｈｚの周波数で
印加することにより、Ａδ線維において活動電位を発生させることが可能であり、Ａβ線
維には、０．２２－６．０ｍＡの範囲の正弦波を２０００Ｈｚの周波数で印加することに
より、Ａβ線維において活動電位を発生させることが可能である。正弦波を用いるのが好
ましいのは、脱分極の頻度が波形の周波数に依存する為である。
【００２７】
　径が小さいほど無反応時間が長くなる為、この正弦波刺激は、特定の神経線維だけに作
用するように、様々な継続時間で印加することが可能である。例えば、Ａβ線維は、２０
００Ｈｚの周波数で印加される短い継続時間（例えば、最長０．２５ミリ秒）の正弦波刺
激に反応できるが、より小径の線維（即ち、Ａδ線維及びＣ線維）は、それよりかなり長
い継続時間（例えば、Ｃ線維の場合は最長１００ミリ秒）の正弦波刺激でないと反応でき
ない。そして、Ａβ線維は、より小径の線維（即ち、Ａδ線維及びＣ線維）において活動
電位を発生させることに使用される周波数（例えば、５Ｈｚ及び２５０Ｈｚ）であって、
Ａβ線維を脱分極できる周波数より素早く再分極する。言い換えると、小径の線維は、短
い継続時間では、それぞれの閾値活動電位を達成せず、大径の線維は、低い周波数では、
それぞれの閾値活動電位を達成しない。同時に、これらの因子は、様々な周波数（Ｈｚ）
、強度（ｍＡ）、及び継続時間（ミリ秒）の電気刺激を用いて、Ａβ線維、Ａδ線維、及
びＣ線維から選択的反応を別々に誘起することを可能にする。そこで、このような、目標
を絞った電気刺激を、以下では「神経特異的」電気刺激と称し、そのような複数の目標か
らユーザが選択することを可能にする装置を、以下では「神経選択的」刺激装置と称する
。
【００２８】
　損傷を引き起こす従来型刺激（例えば、熱刺激、化学刺激、機械的刺激など）ではなく
、電気刺激を用いて、痛みを評価し、特定の感覚神経線維に目標を絞ることの重要な一利
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点は、そのような電気刺激が、周辺の侵害受容器をバイパスして目標神経線維を直接刺激
することである。結果として、適応（即ち、同じ反応を誘発する為に必要な刺激が強くな
ること）や習慣化（即ち、刺激の繰り返し中に反応性が減退したり抑制されたりすること
）のような受容器依存プロセスは起こらない。従って、電気刺激を使用することは、個々
のタイプの感覚神経によって保持される侵害性経路の特性化を可能にするだけでなく、損
傷を引き起こさずに特定の神経線維の試験を繰り返すことを可能にする。
【００２９】
　更に、本発明では、患者が痛い（又は有害）と見なす（又は知覚する）刺激より弱い電
気刺激を利用して、それぞれの患者のＳＤＴを決定する。このような「半有害」神経特異
的刺激の印加は、目標神経線維の閾値活動電位を達成する為には十分な大きさでありなが
ら、患者がその電気刺激に対する反応として痛い感じを意識して知覚することがないほど
の小ささである強度を有する電気刺激を発生させることにより行う。従って、神経特異的
周波数（例えば、５Ｈｚ及び２５０Ｈｚ）で印加される半有害電気刺激は、Ａδ線維及び
Ｃ線維の閾値活動電位を別々に達成することに使用可能であり、これによって患者が実際
に痛みを知覚することはない。
【００３０】
Ｂ．皮質活動モニタリング
　上述の受容器及び神経線維に加えて、体性感覚系は更に、前帯状皮質（ブロードマン２
４野、３２野、及び３３野）、一次体性感覚皮質（ブロードマン３野、１野、及び２野）
、二次体性感覚皮質（ブロードマン５野）、島皮質（ブロードマン１３野及び１４野）、
背外側前頭前皮質（ブロードマン９野及び４６野）、及び頭頂葉皮質（ブロードマン７野
）を含む。これらの脳皮質領域は、体性感覚系内でそれぞれが異なる役割を果たす。例え
ば、一次体性感覚皮質（Ｓ１）は、触覚の侵害的刺激の強度情報を処理し、背外側前頭前
皮質（ＤＬＰＦＣ）は、触覚の侵害的刺激の注意的情報及び感情的情報をコード化する。
従って、これらの、脳皮質領域をモニタリングすることにより、そのような刺激に対する
患者の反応を測定することが可能である。そのようなモニタリング技術として、近赤外分
光法（ＮＩＲＳ）及び脳波検査（ＥＥＧ）がある。
【００３１】
　ＮＩＲＳは、患者の皮質領域の血行力学的変化を評価する発光及び光吸収の技術であっ
て、この評価は、生体組織に赤外光を侵入させて脳の酸素化を推定し、組織発色団によっ
て吸収される赤外光の量を測定することにより行う。組織発色団としては、例えば、ヘモ
グロビン（即ち、オキシヘモグロビン［Ｏ２Ｈｂ］、デオキシヘモグロビン［ＨＨｂ］、
及び総ヘモグロビン［ＨｂＴ＝Ｏ２Ｈｂ＋ＨＨｂ］）やシトクロムａａ３（即ち、酸化シ
トクロムａａ３）などがある。酸素化の増加は、領域血流の増加を表しており、これは、
脳内では、皮質活動の増加と相関があるように示されている。近赤外スペクトル内の光（
即ち、波長が７００－１０００ｎｍの光）は、組織内に十分侵入して脳皮質領域（例えば
、一次体性感覚皮質や背外側前頭前皮質）を照射することが可能である。オキシヘモグロ
ビン、デオキシヘモグロビン、及び酸化シトクロムａａ３は、それぞれ異なる吸収スペク
トルを近赤外スペクトル内に有しており、これは可視スペクトルにおける場合と同じであ
る。従って、ＮＩＲＳを用いることにより、それらの皮質領域におけるヘモグロビン及び
酸化シトクロムａａ３の濃度、並びに、それらの皮質領域におけるヘモグロビン酸素飽和
度（即ち、ＳｔＯ２＝Ｏ２Ｈｂ／ｔＨｂ）及びシトクロムａａ３の酸化還元状態（即ち、
酸化シトクロムａａ３の減少）を測定することが可能である。
【００３２】
　図３Ａ及び図３Ｂに示すように、それらの測定値を用いて、患者の脳皮質領域における
、特定の刺激に対する血行力学的反応をモニタリングすることが可能である。図３Ａは、
６Ｈｚのサンプリング周波数（即ち、毎秒６個の測定値を取得）を用いて、生後５週間の
早期新生児（即ち、月経後３０週齢）から得られたデータを含んでおり、図３Ｂは、２Ｈ
ｚのサンプリング周波数（即ち、毎秒２個の測定値を取得）を用いて、生後５週間の早期
新生児（即ち、月経後３４週齢）から得られたデータを含んでいる。これらの図では、一
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次体性感覚皮質において取得されたＮＩＲＳ測定値を用いて、総ヘモグロビンの変化を時
間に対してプロットしている。２０秒の時点で患者に刺激を印加しており、これによって
、すぐ後に、対側一次体性感覚皮質において測定される総ヘモグロビンが大幅に増加して
いる。組織の酸素化の増加は、対側一次体性感覚皮質における領域血流の増加（即ち、対
側一次体性感覚皮質内の活動の増加）を表している為、図３Ａ及び図３Ｂは、特定の刺激
に対する患者（特に新生児及び乳幼児）の反応を測定する際のＮＩＲＳの有効性を示して
いる。
【００３３】
　ＮＩＲＳは特に、新生児及び乳幼児の痛み測定に適しており、これは、上述のように、
真の痛み体験が感情的要素を含む為である。新生児及び乳幼児は、痛み刺激に対する行動
反応をすぐに適応させるため、従来の痛み評価装置／方法では効果がない。従って、ＮＩ
ＲＳが特に新生児及び乳幼児の痛み測定に適しているのは、（例えば、一次体性感覚皮質
（侵害的）と背外側前頭前皮質（感情的）とにおいて測定された血行力学的変化を比較す
ることにより）痛みの感情的要素と侵害的要素とを分離できる為である。
【００３４】
　ＥＥＧは、脳活動を評価する生体電位測定技術であり、この評価は、患者の頭骨の皮膚
上に電極を配置し、脳で発生する興奮電位及び抑制電位の強度及びパターンを測定するこ
とにより行う。ＥＥＧ信号は、多くの場合、異なる周波数帯に分割され、それらは、デル
タ（＜４Ｈｚ）、シータ（４－８Ｈｚ）、アルファ（８－１２Ｈｚ）、ベータ（１３－３
０Ｈｚ）、及びガンマ（＞３０Ｈｚ）である。皮質領域の活性化は、アルファ帯のＥＥＧ
発振の振幅の減少と、ガンマ帯のＥＥＧ発振の振幅の増加とによって特徴付けられる。従
って、ＥＥＧを用いることにより、脳の別々の皮質領域（例えば、一次体性感覚皮質と背
外側前頭前皮質）での神経活動及び血行力学的活動を測定することが可能である。
【００３５】
　図４Ａ及び図４Ｂに示すように、これらの測定値を用いて、様々な刺激に対する皮質反
応をモニタリングすることも可能である。図４Ａ及び図４Ｂは、頭皮上の位置Ｃｚにおい
てガンマ帯の３８－７２Ｈｚの周波数範囲で実施したＥＥＧ測定により、１９－３０歳の
患者から得られたデータを含んでいる。図４Ａは、ＥＥＧの発振を時間に対してプロット
したものであり、図４Ｂは、それらのＥＥＧ発振のフィッシャー（Ｆｉｓｈｅｒ）のＺ値
（即ち、Ｚｎｋ＝０．５ｌｎ［（１＋ｒｎｋ）／（１－ｒｎｋ）］）を時間に対してプロ
ットしたものである。相関分析を行って、ＥＥＧ掃引の一部分におけるＥＥＧ発振の共分
散を統計的に推定し、結果として得られた相関係数（即ち、ｒｎｋ）をフィッシャーのＺ
値に変換することにより、分析の時間間隔の間の発振反応の正規化尺度を与えている。こ
の正規化方法の詳細な説明が、マリツェヴァ，Ｉ．等（Ｍａｌｔｓｅｖａ，Ｉ．）著，「
動的メモリ動作のインジケータとしてのアルファ発振－省略された刺激の予想（Ａｌｐｈ
ａ　ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎｓ　ａｓ　ａｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｏｆ　ｄｙｎａｍｉ
ｃ　ｍｅｍｏｒｙ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ－ａｎｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｏｍｉｔ
ｔｅｄ　ｓｔｉｍｕｌｉ」，インターナショナル　ジャーナル　オブ　サイコフィジオロ
ジ（Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｓｙｃｈｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ），３６巻（３号），１８５－１９
７頁，（２０００年）に示されており、この内容は、参照によって、その全体があたかも
本明細書に示されているかのように本明細書に組み込まれている。
【００３６】
　図４Ａ及び図４Ｂでは、３７５ミリ秒の時点で患者に刺激を印加しており、これによっ
て、ほぼ同時に、一次体性感覚皮質付近で測定されたＥＥＧ発振のＺ値が著しく増加して
いる。これらのＺ値の増加は、一次体性感覚皮質の活性化（即ち、一次体性感覚皮質にお
ける活動の増加）を表している為、図４Ａ及び図４Ｂは、特定の刺激に対する患者（特に
新生児及び乳幼児）の反応を測定する際のＥＥＧの有効性も示している。ＥＥＧは特に、
ＮＩＲＳに関して上述したことと同様の理由で、新生児及び乳幼児の痛み測定に適してい
る。また、新生児及び乳幼児の脳は、本質的に未熟であることから、少数の明確に定義さ
れたパターンしか表現しないが、そのことによって、これらのパターンがＥＥＧで認識し
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やすくなっていることも、ＥＥＧが特に新生児及び乳幼児の痛み測定に適している理由で
ある。
【００３７】
　前述の例では、一次体性感覚皮質又はその付近でＮＩＲＳ及びＥＥＧの測定値を取得す
ることを説明したが、ＮＩＲＳ及びＥＥＧの測定値は、代替として、又は追加で、他の皮
質領域（例えば、背外側前頭前皮質や後頭皮質など）で取得してもよい。上述のように、
一次体性感覚皮質は、触覚の侵害的刺激の強度情報を処理し、背外側前頭前皮質は、触覚
の侵害的刺激の注意的情報及び感情的情報をコード化する。言い換えると、一次体性感覚
皮質での活動は、痛みの侵害的要素とより強く関連付けられており、背外側前頭前皮質で
の活動は、痛みの感情的要素とより強く関連付けられている。背外側前頭前皮質での活動
は又、プラセボ誘発性及び鎮痛薬誘発性の両方の無痛覚とも関連付けられている。後頭皮
質での活動は、一般に、一次体性感覚皮質及び背外側前頭前皮質での、痛みに誘発された
活動を反映しない。従って、後頭皮質での測定値は、一次体性感覚皮質及び／又は背外側
前頭前皮質での測定値に対する対照標準として使用可能である。更に、一次体性感覚皮質
及び背外側前頭前皮質の両方でＮＩＲＳ及び／又はＥＥＧの測定値を取得することにより
、痛みの侵害的要素と感情的要素との区別、及び／又は薬誘発性無痛覚と感情誘発性無痛
覚との区別を支援することが可能である。両方の場所でＮＩＲＳ又はＥＥＧを行うことも
可能であり、一方の場所でＮＩＲＳを行い、別の場所でＥＥＧを行うことも可能であり、
両方の場所でＥＥＧ及びＮＩＲＳの両方を行うことも可能である。両方の場所でＥＥＧ及
びＮＩＲＳの両方を行う構成では、冗長な分、高信頼度の測定値が得られる。
【００３８】
Ｃ．痛覚計
　本発明は、神経特異的電気刺激と皮質活動モニタリングとの新規な組み合わせを利用す
るものであり、神経特異的電気刺激とモニタリングされた皮質活動との直接相関を実時間
で取ることにより、痛み強度及び無痛覚の客観的測定値を与える。本発明は、これらの測
定値を用いて、痛みの客観的定量化を行い（例えば、痛みスコア、ＳＤＴ値などを与え）
、現在使用されている鎮痛薬及び他の痛み介入の効果の客観的測定値を与え、痛み管理を
目的とした新薬及び／又は治験薬並びに他の介入の有効性並びに用量と反応との関係の客
観的な測定値を与え、耐性及び／又は鎮痛薬誘発毒性の発現を識別し、痛みの客観的特性
化（例えば、侵害的痛み、神経障害性痛み、痛覚過敏、異痛症など）を与える。この機能
性は、単一の装置によって与えられる。以下では、その装置を「ヒト痛覚計」、又は単に
「痛覚計」と称する。
【００３９】
　図５は、本発明の非限定的な一実施形態によるヒト痛覚計５００の一例を示す。痛覚計
５００は、神経選択的刺激装置５０２、皮質活動モニタ５０４、コンポーネントインタフ
ェース５０６、及びグラフィカルユーザインタフェース５０８を含んでいる。神経選択的
刺激装置５０２は、特定の神経線維（例えば、Ａβ線維、Ａδ線維、及びＣ線維）に対し
て、神経特異的周波数（即ち、２０００Ｈｚ、２５０Ｈｚ、及び５Ｈｚ）で印加される特
定の電圧及び電流を用いて神経特異的刺激を印加するように構成されている。皮質活動モ
ニタ５０４は、神経選択的刺激装置５０２から発生する神経特異的電気刺激及び／又は他
の形式の刺激に対する血行力学的反応及び／又は神経生理学的反応に基づいて、皮質活動
をモニタリングするように構成されている。コンポーネントインタフェース５０６は、神
経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニタ５０４の両方を制御すること、これら２つの
コンポーネント５０２及び５０４の機能性を統合すること、並びに、これら２つのコンポ
ーネント５０２及び５０４によって取得されたデータを記憶することを行うように構成さ
れている。そして、グラフィカルユーザインタフェース５０８は、神経選択的刺激装置５
０２及び皮質活動モニタ５０４を制御するためにユーザが入力したデータを受信して送信
することと、これら３つのコンポーネント５０２、５０４、及び５０６によって測定、サ
ンプリング、及び記憶されたデータを分析して表示することと、を行うように構成されて
いる。
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【００４０】
　図５に示した痛覚計５００は、主にＮＩＲＳの観点で説明されるが、本発明の趣旨から
逸脱することなく、ＮＩＲＳの代わりに（又はＮＩＲＳに加えて）ＥＧＧを用いることも
可能である。更に、他の好適な形式の皮質活動モニタリング（例えば、機能的磁気共鳴画
像法（ｆＭＲＩ）、近赤外画像法（ＮＩＲＩ）など）も、本発明の趣旨から逸脱すること
なく、ＮＩＲＳ及び／又はＥＥＧの代わりに（又はこれらに加えて）用いることが可能で
ある。しかし、一般に、ＮＩＲＳ及びＥＥＧを実施する為に必要な機材は他の形式の皮質
活動モニタリングに利用される機材ほど大掛かりではない為、又、少なくともＮＩＲＳ及
びＥＥＧの機能について上述している為、本発明の痛覚計５００は、ＮＩＲＳ及び／又は
ＥＥＧを利用することが好ましい。
【００４１】
ｉ．神経選択的刺激装置５０２
　図６に示すように、神経選択的刺激装置５０２は、低電圧回路６００及び高電圧回路６
０２を含んでいる。低電圧回路６００及び高電圧回路６０２は、両方とも、コンポーネン
トインタフェース５０６内のマイクロプロセッサ９００（図９）に接続されている。低電
圧回路６００は、正弦波発生回路６０４、デジタルポテンショメータ回路６０６、及びＤ
Ｃ相殺回路６０８を含んでいる。そして、高電圧回路６０２は、高精度非反転演算増幅器
（オペアンプ）６１０、第１のカレントミラー６１２、第２のカレントミラー６１４、第
１の高電圧電流源６１６、第２の高電圧電流源６１８、及び電極入出力６２０を含んでい
る。低電圧回路６００が純ＡＣ正弦波信号を発生させ、これを高電圧回路６０２が電流ベ
ースの信号に変換する。
【００４２】
　より詳細には、マイクロプロセッサ９００が正弦波発生回路６０４に接続されていて、
正弦波発生回路６０４は、低電力直接デジタル合成（ＤＤＳ）プログラマブル波形発生集
積回路（ＩＣ）を含んでいる。マイクロプロセッサ９００は、様々な神経線維（例えば、
Ｃ線維、Ａδ線維、及びＡβ線維）の活性化に必要な刺激に対応する様々な信号周波数（
例えば、５Ｈｚ、２５０Ｈｚ、及び２０００Ｈｚ）を発生させるコマンド（図６の「周波
数選択」）を正弦波発生回路６０４に送信する。マイクロプロセッサ９００は又、水晶振
動子を基準とする１メガヘルツ（ＭＨｚ）のクロッキング信号を正弦波発生回路６０４に
送信する。正弦波発生回路６０４は、この信号を用いて、周波数精度が±１０ミリヘルツ
（ｍＨｚ）である必要な正弦波信号を発生させる。
【００４３】
　正弦波発生回路６０４及びマイクロプロセッサ９００は、両方とも、デジタルポテンシ
ョメータ回路６０６に接続されている。正弦波発生回路６０４は、発生させた正弦波をデ
ジタルポテンショメータ回路６０６に送信する。そして、マイクロプロセッサ９００は、
様々な信号振幅に対応するコマンド（図６の「強度選択」）をデジタルポテンショメータ
回路６０６に送信する。このコマンドを、デジタルポテンショメータ回路６０６にある電
圧分割器が用いて、様々な信号振幅を、正弦波発生回路６０４が発生させた正弦波に適用
する。これらの信号振幅は、高電圧回路６０２が使用して、様々な神経線維（例えば、Ｃ
線維、Ａδ線維、及びＡβ線維）の活性化に必要な刺激に対応する様々な強度（例えば、
０．５ｍＡ、０．８５ｍＡ、及び２．３ｍＡ）の電流を発生させることが可能であるよう
に、マイクロプロセッサ９００によって厳密に制御される。高電圧回路６０２が発生させ
る最大強度は、患者に印加される刺激が半有害にとどまるように設定される（即ち、目標
神経線維の閾値活動電位を達成する為には十分な強度でありながら、患者が痛みを意識し
て知覚することがないような低い強度になるように設定される）。
【００４４】
　デジタルポテンショメータ回路６０６は、ＤＣ相殺回路６０８に接続されており、マイ
クロプロセッサ９００及び正弦波発生回路６０４からの入力を用いて発生させた信号をＤ
Ｃ相殺回路６０８に送信する。ＤＣ相殺回路６０８は、これらの信号からＤＣ成分を除去
して、所望の周波数及び振幅を有する純ＡＣ信号を生成する。結果として得られる電圧ベ
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ースの信号は、高電圧回路６０２に送信されて、電流ベースの信号に変換される。
【００４５】
　低電圧回路６００のＤＣ相殺回路６０８は、高電圧回路６０２の非反転オペアンプ６１
０の非反転入力に接続されている。非反転オペアンプ６１０の反転入力には、高精度利得
抵抗ＲＧａｉｎが、抵抗とキャパシタの組み合わせＲ６／Ｃ１を介して接続されている。
ＤＣ相殺回路６０８が、デジタルポテンショメータ回路６０６からの入力で発生させた電
圧ベースの正弦波信号を非反転オペアンプ６１０に送信する一方、利得抵抗ＲＧａｉｎは
、高電圧回路６０２の利得の制御に用いる。非反転オペアンプ６１０の入力バイアス電流
は数ピコアンペア（ｐＡ）未満であることが好ましく、利得抵抗ＲＧａｉｎの抵抗値は約
１０オームであることが好ましい。
【００４６】
　非反転オペアンプ６１０は、第１及び第２のカレントミラー６１２及び６１４のそれぞ
れの第１のトランジスタＱ２及びＱ７に接続されている。そして、第１及び第２のカレン
トミラー６１２及び６１４の第２のトランジスタＱ１及びＱ６は、それぞれ抵抗Ｒ１及び
Ｒ５を介して、利得抵抗ＲＧａｉｎと、非反転オペアンプ６１０の非反転入力とに接続さ
れている。第１のカレントミラー６１２の第１及び第２のトランジスタＱ２及びＱ１は、
ＮＰＮトランジスタであり、第２のカレントミラー６１４の第１及び第２のトランジスタ
Ｑ７及びＱ６は、ＰＮＰトランジスタである。
【００４７】
　第１及び第２のカレントミラー６１２及び６１４の第２のトランジスタＱ１及びＱ６は
、第１及び第２の高電圧電流源６１６及び６１８の第１のトランジスタＱ３及びＱ１０に
それぞれ接続されており、第１及び第２のカレントミラー６１２及び６１４の出力が、そ
れぞれ、第１及び第２の高電圧電流源６１６及び６１８に送られる。高電圧源＋ＨＶ（例
えば、＋４００Ｖ）及び－ＨＶ（例えば、－４００Ｖ）が、それぞれ、抵抗Ｒ２及びＲ１

０を介して、第１及び第２の高電圧電流源６１６及び６１８の第２のトランジスタＱ４及
びＱ９に接続されている。そして、第１及び第２の高電圧電流源６１６及び６１８の第３
のトランジスタＱ５及びＱ８は、抵抗Ｒ９と抵抗及びキャパシタの組み合わせＲ７／Ｃ２

及びＲ８／Ｃ３のペアとの直列接続を介して、電極入出力６２０に接続されている。第１
の高電圧電流源６１６の第１、第２、及び第３のトランジスタＱ３、Ｑ４、及びＱ５は、
ＰＮＰトランジスタであり、第２の高電圧電流源６１８の第１、第２、及び第３のトラン
ジスタＱ１０、Ｑ９、及びＱ８は、ＮＰＮトランジスタである。高電圧回路６０２の各コ
ンポーネントは、連係して、１０ｍＡ以上の強度を有する電流刺激を発生させることが可
能な電圧電流変換器として動作する。
【００４８】
　高電圧回路６０２の電極入出力６２０は、電流測定抵抗ＲＳｅｎｓｅ及びマイクロプロ
セッサ９００に接続されている。第１及び第２のカレントミラー６１２及び６１４の出力
は、結合され、抵抗とキャパシタの組み合わせＲ７／Ｃ２及びＲ８／Ｃ３のペアを介して
、電極入出力６２０に送られ、更なるＤＣ相殺を与え、患者の皮膚インピーダンスの変化
を補償する。そして、結果として患者に印加される電流は、測定抵抗ＲＳｅｎｓｅを通し
て測定され、微調節のためにマイクロプロセッサ９００に送り返される（図６の「フィー
ドバック」）。例えば、マイクロプロセッサ９００は、測定された電流が、所望の神経線
維を目標とする為に必要な電流より高い場合、及び／又は、半有害刺激を生成する為の閾
値電流より高い場合には、電流の強度を自動的に下げる。このようにして、低電圧回路６
００が、所望の信号の周波数及び振幅を厳密に制御し、高電圧回路６０２が、電圧電流変
換を厳密に行う。
【００４９】
　電極入出力６２０は、対応する電極ケーブル５１２を介して、電極５１０に接続されて
いる。例えば、図５を参照されたい。電極５１０は、神経選択的刺激装置５０２と患者の
皮膚との間の、歪みのない安定したインタフェースを与える。電極５１０は、金メッキし
、各電極間の間隔が均一になるように、フレキシブルスプレッダを用いてペア化すること
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が好ましい。電極５１０は又、安定した出力電流密度を維持して、結果に信頼性及び再現
性を持たせるために、カップ状にへこませて電極ゲル対応にすることが好ましい。電極ケ
ーブル５１２は、軽量リードワイヤであって、末端が、電極５１０を弾性保持するように
構成された、ばね仕掛けの成形部分になっている。電極５１０及び電極ケーブル５１２は
、再利用可能であっても使い捨てであってもよく、一度使用したら捨てるように設計して
よい。痛覚計５００は、市販の電極５１０及び電極ケーブル５１２を使用して操作するよ
うに構成されており、このことは、痛覚計５００の製造コスト及び運用コストを下げるこ
とに役立つ。
【００５０】
ｉｉ．皮質活動モニタ５０４
　図７に示すように、皮質活動モニタ５０４は、第１の電流駆動回路７００、第２の電流
駆動回路７０２、第１の光検出回路７０４、第２の光検出回路７０６、アナログ多重化器
７０８、及び高分解能１６ビットアナログデジタル変換器（ＡＤＣ）７１０を含んでいる
。神経選択的刺激装置５０２の低電圧回路６００及び高電圧回路６０２と同様に、マイク
ロプロセッサ９００には、皮質活動モニタ５０４の様々なサブコンポーネント７００－７
１０が接続されている。第１の電流駆動回路７００は、第１の高精度非反転オペアンプ７
１２、赤色発光器７１４、及びトランジスタＱ１１を含んでいる。第２の電流駆動回路７
０２は、第２の高精度非反転オペアンプ７１６、ＩＲ発光器７１８、及びトランジスタＱ

１２を含んでいる。第１の光検出回路７０４は、第１の光検出ダイオード７２０、第１の
インピーダンス変換オペアンプ７２２、第１のローパスフィルタ（ＬＰＦ）７２４、及び
第１の電圧フォロワオペアンプ７２６を含んでいる。第２の光検出回路７０６は、第２の
光検出ダイオード７２８、第２のインピーダンス変換オペアンプ７３０、第２のＬＰＦ７
３２、及び第２の電圧フォロワオペアンプ７３４を含んでいる。赤色発光器７１４及びＩ
Ｒ発光器７１８から赤色光及びＩＲ光がそれぞれ発せられ、その反射光が、それぞれ、第
１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８によって検出される。
【００５１】
　より詳細には、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００（図
９）が、抵抗Ｒ１３及びＲ１４を介して、それぞれ、第１の非反転オペアンプ７１２の非
反転入力、及び第２の非反転オペアンプ７１６の非反転入力と接続されている。マイクロ
プロセッサ９００は、抵抗Ｒ１３及びＲ１４が電流（それぞれ、図７の「赤色選択」及び
「ＩＲ選択」）を交互に受けるように選択することにより、赤色発光器及びＩＲ発光器７
１８に必要な電流励振レベルを発生させる。結果として得られる抵抗Ｒ１３及びＲ１４の
両端の電圧降下が、第１及び第２の電流駆動回路７００及び７０２によって電流に変換さ
れ、これらの電流によって、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８が、それぞれ、赤色
光及びＩＲ光を交互に発する。マイクロプロセッサ９００は、患者の脳皮質領域の血行力
学的変化の測定に必要なように、発光頻度並びに赤色発光器７１４とＩＲ発光器７１８と
の間の遅延を制御する。例えば、発光器７１４及び７１８のそれぞれについて、デューテ
ィサイクル２５％の１２５Ｈｚの頻度で発光を繰り返すことが可能である。
【００５２】
　マイクロプロセッサ９００は又、多重化器７０８に接続されており、多重化器７０８は
、抵抗Ｒ１１及びＲ１２を介して、それぞれ、第１及び第２の電流駆動回路７００及び７
０２の出力に接続されている。マイクロプロセッサ９００は又、ＡＤＣ７１０を介して多
重化器７０８と接続されている。多重化器７０８は、第１及び第２の電流駆動回路７００
及び７０２の出力（それぞれ、図７の「赤色入力電流」及び「ＩＲ入力電流」）を受け取
り、これらの出力をサンプリングし、その結果をＡＤＣ７１０に転送する。ＡＤＣ７１０
は、第１及び第２の電流駆動回路７００及び７０２からのアナログ電流出力をデジタル信
号に変換してマイクロプロセッサ９００に送信する。マイクロプロセッサ９００は、これ
らの信号を分析し、一時的に記憶する。例えば、マイクロプロセッサ９００は、各信号の
長さ、周波数、及び強度を特定し、これらの信号を別々の刺激サイクルとして識別し、そ
のデータを一時的にＲＡＭに記憶した後、更なる処理に備えて、このデータをグラフィカ
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ルユーザインタフェース５０８に送信する。これらのデジタル信号は、赤色発光器７１４
及びＩＲ発光器７１８への入力電流を表しており、これらの入力電流は、それぞれ、赤色
発光器７１４及びＩＲ発光器７１８から発せられる赤色光及びＩＲ光の量に対応する。
【００５３】
　第１及び第２の光検出回路７０４及び７０６の出力も、多重化器７０８に接続されてい
る。赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８から発せられた赤色光及びＩＲ光は、患者の
頭骨の皮下を伝搬すると、伝搬路の一端において、皮膚、脳組織、並びに患者の脳の脳血
管系内のヘモグロビン及びシトクロムａａ３によって特異的に吸収される。伝搬路の他端
においては、遺伝物質によって吸収されない赤色光及びＩＲ光が、第１及び第２の光検出
ダイオード７２０及び７２８によって受信される。第１及び第２の光検出ダイオード７２
０及び７２８のそれぞれは、受信した光の量（即ち、吸収した光子の量）に比例する電流
を発生させることにより、受信光を電気信号に変換する。この電流は、対応するインピー
ダンス変換オペアンプ７２２又は７３０が受け取って、電圧に変換する。この電流は、信
号対ノイズ比が非常に小さい微少電流となる可能性がある為、第１及び第２のインピーダ
ンス変換オペアンプ７２２及び７３０は、それぞれ、入力インピーダンスが極端に大きく
、入力電流がピコアンペア（ｐＡ）レンジであることが好ましい。これによって非常に精
度の高い増幅が可能になる。
【００５４】
　第１及び第２のインピーダンス変換オペアンプ７２２及び７３０の出力電圧は、それぞ
れ、第１及び第２のＬＰＦ７２４及び７３２に送られる。これは、これらの出力電圧から
ノイズを更に除去する為である。第１及び第２のＬＰＦ７２４及び７３２の次数及びこれ
らの極の位置は、皮質活動モニタ５０４の動作周波数（例えば、１２５Ｈｚ）で得られる
信号の完全性を維持しながらノイズを除去するように選択する。次に出力電圧を、第１及
び第２の電圧フォロワオペアンプ７２６及び７３４に通して、負荷効果を除去する。多重
化器７０８は、結果として得られる出力電圧（それぞれ、図７の「赤色出力電圧」及び「
ＩＲ出力電圧」）を受け取り、これらをサンプリングして、ＡＤＣ７１０に転送する。
【００５５】
　ＡＤＣ７１０は、第１及び第２の光検出回路７０４及び７０６からのアナログ電圧出力
をデジタル信号に変換してマイクロプロセッサ９００に送信する。マイクロプロセッサ９
００は、これらの信号を分析し、一時的に記憶する。例えば、マイクロプロセッサ９００
は、光検出回路７０４及び７０６のそれぞれから５０個のデータ点を収集し、これらのデ
ータ点を平均し、平均値を一時的にＲＡＭに記憶した後、更なる処理に備えて、平均値を
グラフィカルユーザインタフェース５０８に送信する。これらのデジタル信号は、第１及
び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８で発生した電流の量を表しており、これらの
電流量は、それぞれ、第１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８で受け取った赤
色光及びＩＲ光の量に対応する。そして、第１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７
２８で受信された赤色光及びＩＲ光の量と、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８から
発せられた赤色光及びＩＲ光の量とを比較することにより、グラフィカルユーザインタフ
ェース５０８のマイクロプロセッサ１０００（図１０）は、患者の脳皮質領域において時
間とともに発生する血行力学的変化の量を測定することが可能である。
【００５６】
　赤色発光器７１４、ＩＲ発光器７１８、第１の光検出ダイオード７２０、及び第１の光
検出ダイオード７２８は、対応するセンサケーブル５１６を介して痛覚計５００に接続さ
れている単一ＮＩＲＳセンサ５１４の一部分として設けることが可能である。例えば、図
５を参照されたい。ＮＩＲＳセンサ５１４は、患者の脳皮質領域に近接する患者の皮膚組
織に結合されて、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８によって赤色光及びＩＲ光がそ
れらの皮質領域内を伝搬していくことが可能であるように、且つ、反射された赤色光及び
ＩＲ光を、それぞれ、第１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８が受け取ること
が可能であるように、構成されている。赤色発光器７１４は、デオキシヘモグロビンの吸
収スペクトルに対応する波長（即ち、７３０－７７５ｎｍ）を有する赤色光を発するよう
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に構成されている。ＩＲ発光器７１８は、デオキシヘモグロビンの吸収スペクトルに対応
する波長（例えば、８５０－９００ｎｍ）を有するＩＲ光を発するように構成されている
。第１の光検出ダイオード７２０は、赤色光波長スペクトル（即ち、６００－７５０ｎｍ
）内で受け取る光の量に比例する電流を発生させるように構成されている。第２の光検出
ダイオード７２８は、ＩＲ光スペクトル（即ち、７５０－１０００ｎｍ）内で受け取る光
の量に比例する電流を発生させるように構成されている。代替として、第１及び第２の光
検出ダイオード７２０及び７２８の一方又は両方を、これらの波長スペクトルの両方（即
ち、６００－１０００ｎｍ）において受け取る光の量に基づいて電流を発生させるように
構成してもよい。
【００５７】
　赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８は、それぞれの波長スペクトル内で別々の波長
の光を発する別々の半導体ダイオード素子（又はダイ）を含んでよい。例えば、ＩＲ発光
器７１８は、９１０ｎｍ付近に中心がある波長で発光する１つのダイと、８１０ｎｍ付近
に中心がある波長で発光する別のダイとを含んでよい。同様に、単一の発光ダイオード（
ＬＥＤ）が、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８の両方並びにそれぞれのダイを含ん
でよい。例えば、単一ＬＥＤが、７３０ｎｍ付近に中心がある波長で発光する赤色発光器
７１４のダイと、前述の実施例によるＩＲ発光器７１８とを含んでよい。３つ以上の波長
で光を発生させる為に３つ以上のダイを同様に設ける場合は、追加のダイからそれらの光
を発生させるために必要な励振電流を発生させるための１つ以上の追加駆動回路７００又
は７０２を、皮質活動モニタ５０４内に設ける。
【００５８】
　赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８が発生させるように構成されている相異なる光
の波長の数に関係なく、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８並びにそれぞれのダイは
、単一ＬＥＤ内に設けることが好ましい。そして、第１及び第２の光検出ダイオード７２
０及び７２８は、赤色及びＩＲの波長スペクトルの両方（即ち、６００－１０００ｎｍ）
において受け取る光の量に基づいて電流を発生させるように構成することが好ましい。こ
のようにして、ＬＥＤ並びに第１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８を共通の
形態で使用することにより、利用可能な全ての波長の光を発生させ、且つ受け取ることが
可能になり、ＮＩＲＳセンサ５１４を構成する際の融通性が高まる。
【００５９】
　図８Ａは、単一ＬＥＤ８００を含む一例示的ＮＩＲＳセンサ５１４を示しており、ＬＥ
Ｄ８００には、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８の両方、並びにそれぞれのダイが
含まれている。光子の平均侵入深さは発光源と受光側検出器との間の距離に比例する為、
ＬＥＤ８００は、第１の光検出ダイオード７２０までの距離Ａが、第２の光検出ダイオー
ド７２８までの距離Ｂより短くなるように配置することが好ましく、この距離Ｂが長いこ
とを補償するために、第２の光検出ダイオード７２８を、第１の光検出ダイオード７２０
より大きくすることが好ましい。この構成により、経路長が異なる２つの別々の伝搬経路
が形成され、短いほうは、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８から第１の光検出ダイ
オード７２０までの経路であり、長いほうは、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８か
ら第２の光検出ダイオード７２８までの経路である。短いほうの経路は、患者の頭部の皮
膚、筋肉、及び骨の中の血行力学的変化を測定し、長いほうの経路は、それらの血行力学
的変化に加えて、患者の脳皮質領域内の血行力学的変化を測定する。そして、長いほうの
経路を介して第２の光検出ダイオード７２８で取得された測定値（ＭＢ）から、短いほう
の経路を介して第１の光検出ダイオード７２０で取得された測定値（ＭＡ）を差し引くこ
とにより、患者の脳皮質領域での測定値（ＭＣｏｒｔｉｃａｌ）を分離することが可能で
ある（即ち、ＭＢ－ＭＡ＝ＭＣｏｒｔｉｃａｌ）。
【００６０】
　残念なことに、第１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８の配置場所間で、皮
膚、筋肉、及び／又は骨に何らかのばらつきがあると、上述の測定値に誤差が混入する可
能性がある。そこで、ＮＩＲＳセンサ５１４は、第２のＬＥＤ８０２を含むことが好まし
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い。ＬＥＤ８０２も、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８の両方、並びにそれぞれの
ダイを含んでいる。図８Ｂに示すように、この構成により、経路長が異なる伝搬経路のペ
アを２つ形成することが可能になり、第１のＬＥＤ８００は、第１の光検出ダイオード７
２０までの距離Ａが、第２の光検出ダイオード７２８までの距離Ｂより短くなるように配
置され、第２のＬＥＤ８０２は、第２の光検出ダイオード７２８までの距離Ａ’が、第１
の光検出ダイオード７２０までの距離Ｂ’より短くなるように配置される。第１及び第２
の光検出ダイオード７２０及び７２８は両方とも、短い経路と長い経路との両方から光子
を吸収する為、第１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８は両方とも、これらの
経路長の両方に対して効果的に動作する為に十分な大きさであることが好ましい。
【００６１】
　第１のＬＥＤ８００までの長いほうの経路を介して第２の光検出ダイオード７２８で取
得された測定値（ＭＢ）から、第１のＬＥＤ８００までの短いほうの経路を介して第１の
光検出ダイオード７２０で取得された測定値（ＭＡ）を差し引き、第２のＬＥＤ８０２ま
での長いほうの経路を介して第１の光検出ダイオード７２０で取得された測定値（ＭＢ’
）から、第２のＬＥＤ８０２までの短いほうの経路を介して第２の光検出ダイオード７２
８で取得された測定値（ＭＡ’）を差し引くことにより、患者の脳皮質領域での測定値（
ＭＣｏｒｔｉｃａｌ）が分離される（即ち、（ＭＢ－ＭＡ）＋（ＭＢ’－ＭｓＡ’）＝Ｍ

Ｃｏｒｔｉｃａｌ）。このようにして、図８Ｂの二重発光器／二重検出器構成は、第１及
び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８の配置場所間の皮膚、筋肉、及び／又は骨に
おけるばらつきを考慮したものとなっている。そして、バーンロイター（Ｂｅｒｎｒｅｕ
ｔｅｒ）の米国特許第７，８６５，２２３号に記載のように、第１及び第２のＬＥＤ８０
０及び８０２の間隔、並びに第１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８の間隔は
、様々な組織深さでの測定を最適化する為に、必要に応じて修正又は変更することが可能
である。更に、同じく米国特許第７，８６５，２２３号に記載のように、この二重発光器
／二重検出器構成によって与えられる追加の測定値を、３つの異なる波長で代わる代わる
取得することにより、表面効果を更に除去することが可能である。米国特許第７，８６５
，２２３号の開示は、参照によって、その全体があたかも本明細書に示されているかのよ
うに本明細書に組み込まれている。
【００６２】
　ＮＩＲＳセンサ５１４は、その構成如何にかかわらず、再利用可能であっても使い捨て
であってもよく、一度使用したら捨てるように設計してよい。センサケーブル５１６は、
ＮＩＲＳセンサ５１４とは別に設けてよく、ＮＩＲＳセンサ５１４と一体であってもよく
、再利用可能であっても使い捨てであってもよい。例えば、図８Ａ及び図８Ｂにおいて、
ＮＩＲＳセンサ５１４は使い捨てでセンサケーブル５１６は再利用可能であってもよく、
或いは、ＮＩＲＳセンサ５１４は、使い捨ての一体型センサケーブル５１６とともに使い
捨てであってもよく、或いは、ＮＩＲＳセンサ５１４は、再利用可能の一体型センサケー
ブル５１６とともに再利用可能であってもよい。痛覚計５００は、市販のＮＩＲＳセンサ
５１４及びセンサケーブル５１６を使用して操作するように構成されており、このことは
、痛覚計５００の製造コスト及び運用コストを下げることに役立つ。
【００６３】
　ここまでは、ＮＩＲＳセンサ５１４を１つだけ使用する場合について詳述したが、痛覚
計５００は、様々な患者（例えば、成人、小児、乳幼児、新生児、実験動物など）の様々
な皮質領域（例えば、後頭皮質、一次体性感覚皮質、二次体性感覚皮質、島皮質、背外側
前頭前皮質、頭頂葉皮質など）での血行力学的変化を測定するように、必要に応じて、患
者の頭部の様々な場所で複数のＮＩＲＳセンサ５１４を利用するように構成される。また
、ここまでは、２つの電流駆動回路７００及び７０２並びに２つの光検出回路７０４及び
７０６だけを使用する場合について詳述したが、痛覚計５００は、ＮＩＲＳセンサ５１４
の数、並びにそれぞれのＬＥＤ８００及び８０２の中のダイの数に対応する数の電流駆動
回路７００及び７０２並びに光検出回路７０４及び７０６を含む。例えば、図５では、６
個のＮＩＲＳセンサ５１４が与えられており、各ＮＩＲＳセンサ５１４は、２個のＬＥＤ
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８００及び８０２と３個のダイとを有する。従って、図５の皮質活動モニタ５０４は、３
６個の電流駆動回路（６個のＮＩＲＳセンサ×２個のＬＥＤ／ＮＩＲＳセンサ×３個のダ
イ／ＬＥＤ×１個の電流駆動回路／ダイ＝３６個の電流駆動回路）と、１２個の光検出回
路（６個のＮＩＲＳセンサ×２個の光検出回路／ＮＩＲＳセンサ＝１２個の光検出回路）
とを有する。
【００６４】
ｉｉｉ．コンポーネントインタフェース５０６
　図９に示すように、コンポーネントインタフェース５０６は、神経選択的刺激装置５０
２及び皮質活動モニタ５０４が共用するマイクロプロセッサ９００を含んでいる。上述の
ように、マイクロプロセッサ９００は、神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニタ５
０４を制御し、これらのコンポーネント５０２及び５０４の機能性を統合する。コンポー
ネントインタフェース５０６は又、メモリ９０２、ペリフェラルインタフェースアダプタ
（ＰＩＡ）９０４、及び電力バス９０６を含んでいる。メモリ９０２は、マイクロプロセ
ッサ９００によって実行されるソフトウェアと、神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動
モニタ５０４を用いて生成されるデータとを記憶する。ＰＩＡ９０４は、マイクロプロセ
ッサ９００が外部装置と電子的に通信する為の接続を提供する。電力バス９０６は、マイ
クロプロセッサ９００、神経選択的刺激装置５０２、及び皮質活動モニタ５０４を動作さ
せる為の共通電源を提供する。
【００６５】
　より詳細には、メモリ９０２は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）及びランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）を含んでいる。ＲＯＭは、必須のシステム命令（即ち、基本入出力シス
テム（ＢＩＯＳ）命令）が永続的に記憶された不揮発性メモリチップである。これらの命
令は、神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニタ５０４の動作及び相互作用を制御す
る。そして、ＲＡＭは、これらの命令の一部が、マイクロプロセッサ９００によって実行
される前に一時的に記憶される揮発性メモリチップである。マイクロプロセッサ９００は
又、他のデータ（例えば、神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニタ５０４を用いて
生成されたデータ）もＲＡＭに一時的に記憶してよい。そのようなデータは、例えば、更
なる処理の為にグラフィカルユーザインタフェース５０８に送信する前に、ＲＡＭに一時
的に記憶することが可能である。
【００６６】
　ＰＩＡ９０４は、マイクロプロセッサ９００にパラレル入出力インタフェース機能を与
えて、痛覚計５００をペリフェラル（例えば、プリンタやモニタ）に接続することを可能
にする専用インタフェースチップである。ＰＩＡ９０４は又、痛覚計５００を病院の中央
モニタリングシステムに接続することを可能にしてもよい。グラフィカルユーザインタフ
ェース５０８が、痛覚計５００から離れた場所にあるコンピューティング装置（例えば、
パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータなど）と
して与えられた場合、ＰＩＡ９０４は、その装置とインタフェースする機能を提供する。
従って、メモリ９０２は、これらのタイプのインタフェースのうちの１つ以上を促進する
為に必要な命令をＲＯＭに記憶する。そして、痛覚計５００は、そのような外部装置と接
続する為のしかるべき接続ポートを含む（例えば、ＲＳ－２３２接続、ＲＪ４５接続、ユ
ニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）接続、同軸ケーブル接続など）。
【００６７】
　図示していないが、コンポーネントインタフェース５０６は、マイクロプロセッサ９０
０によって制御される専用信号発生チップセットを含んでいる。例えば、コンポーネント
インタフェース５０６は、様々なタスクを実施する為に必要に応じてデジタル信号を電圧
又は電流に変換するデジタルアナログ変換器（ＤＡＣ）を含んでよく、様々なタスクは、
例えば、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８から、それぞれ、赤色光及びＩＲ光を発
する為に必要な電流励振レベルを発生させるタスクである。これらのチップセットは、マ
イクロプロセッサ９００のデジタル信号発生の負担を軽減するように働き、これによって
、マイクロプロセッサ９００は、神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニタ５０４を
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用いて生成されたデータの信号処理を行うことが可能になる。更に、これらのチップセッ
トは、これらがなければ痛覚計５００内の複雑な回路（例えば、第１及び第２の電流駆動
回路７００及び７０２）で実施することになるタスクを実施することが可能であり、これ
によって、痛覚計５００のサイズ及び複雑さを著しく低減することが可能である。
【００６８】
ｉｖ．グラフィカルユーザインタフェース
　図１０に示すように、グラフィカルユーザインタフェース５０８は、専用のマイクロプ
ロセッサ１０００と専用のメモリ１００２とを含んでいる。グラフィカルユーザインタフ
ェース５０８は更に、ユーザ入力装置１００４及びディスプレイ装置１００６を含んでい
る。マイクロプロセッサ１０００は、痛覚計５００の全体動作を制御する。メモリ１００
２は、痛覚計１００の全体動作を制御する為にマイクロプロセッサ１０００が使用するデ
ータ及びソフトウェアを記憶する。入力装置１００４は、ユーザからの入力を受け取って
、様々な患者に様々な検査を実施する為のパラメータを設定する。ディスプレイ装置１０
０６は、入力されたデータや、痛覚計５００の各種コンポーネント５０２－５０８によっ
て生成されたデータを表示する。グラフィカルユーザインタフェース５０８のこれらのサ
ブコンポーネント１０００－１００６は、連係して動作することにより、患者の体性感覚
皮質、及び患者の脳の他の皮質領域における刺激アルゴリズム及び反応検出を調整及び自
動化して、データの取り込み、記憶、及び処理を実施する。
【００６９】
　より詳細には、マイクロプロセッサ１０００は、痛みデータを生成、収集、及び分析す
る為に必要に応じて、グラフィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１００２、入力
装置１００４、及びディスプレイ装置１００６、並びにコンポーネントインタフェース５
０６のマイクロプロセッサと通信する。マイクロプロセッサ１０００は、入力装置１００
４を介してユーザからの入力を受信し、メモリ１００２に記憶されているソフトウェアか
ら、実行するアルゴリズムを選択する。例えば、ユーザは入力装置１００４（例えば、キ
ーボード、タッチスクリーン、マウスなど）を利用して、痛覚計５００が実施する分析の
タイプ（例えば、ＳＤＴを決定すること、痛みスコアを決定すること、鎮痛薬の効果をモ
ニタリングすることなど）と、その分析に影響を及ぼす変数があれば、その変数を定義す
るパラメータ（例えば、患者の年齢、使用しているＮＩＲＳセンサ５１４のタイプ、ＮＩ
ＲＳセンサ５１４の位置、使用している電極５１０のタイプ、電極５１０の位置、使用し
ているＥＥＧ電極１１００のタイプ、ＥＥＧ電極１１００の位置など）と、を選択するこ
とが可能である。そして、マイクロプロセッサ１０００は、選択されたタイプの分析を開
始するために、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００にコマ
ンドを送信し、マイクロプロセッサ９００は、神経選択的刺激装置５０２に適切な電気刺
激を発生させ、皮質活動モニタ５０４に適切な発光を行わせる。
【００７０】
　コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００は、神経選択的刺激
装置５０２が発生させた別々の刺激サイクルを識別し、皮質活動モニタ５０４が収集した
データ点を平均すると、そのデータをマイクロプロセッサ９００のＲＡＭに一時的に記憶
し、更なる処理及び記憶延長に備えて、そのデータを定期的に、パケットの形で、グラフ
ィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００に送り返す。これらの
パケットのデータは、電極５１０により印加された電気刺激の周波数及び強度、赤色発光
器７１４及びＩＲ発光器７１８によって赤色光及びＩＲ光が発せられた際の電流レベル、
並びに、光検出ダイオード７２０及び７２８によって検出された電流を識別する。そして
、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００は、一連の、電気刺
激並びにＮＩＲＳ及び／又はＥＥＧの同時ループの１つ１つが実施されるごとに、これら
のパケットのデータをグラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１
０００に送信する。グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０
００は、次に、選択された分析タイプと、入力装置１００４から入力されたパラメータと
に基づいて、自身の処理ループを用いてそのデータを分析する。これらのループについて
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は、後で、痛覚計ソフトウェアに関して詳述する。
【００７１】
　マイクロプロセッサ１０００は、その分析の結果を、ディスプレイ装置１００６におい
て、関連する数値（例えば、記録されたＳＤＴ値、算出された痛みスコアなど）、言葉（
例えば、書面での結果、書面での警告など）、及び／又はグラフィカル（例えば、痛み反
応のプロット、痛みスケールグラフなど）の形式で動的に表示する。マイクロプロセッサ
１０００は又、神経選択的刺激装置５０２を用いて印加された電気刺激の値（例えば、周
波数、強度、サイクル時間など）、及び／又は、皮質活動モニタ５０４を用いて測定され
た血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化の値（例えば、閾値酸素化且つ／又は電気
的活動値、体性感覚酸素化且つ／又は電気的活動値、酸素化且つ／又は電気的活動値の変
化など）を、同様の形式で動的に表示してもよい。このようにして、ユーザ（例えば、有
資格医療提供者）は、電気刺激に対する患者の生理学的反応を、意味がわかる数値、言葉
、及び／又はグラフィカルの形式でモニタリングすることが可能であり、これによって、
ユーザは、痛み及び痛み管理に関して正確な臨床的決定を行うことが可能である。実際、
痛覚計５００は、他の医療機器（例えば、薬調剤システム）と接続して、患者の生理学的
反応（例えば、薬調剤器からの用量の増減）に基づいて、それらの医療機器を制御するよ
うにプログラムすることまでも可能である。
【００７２】
　マイクロプロセッサ１０００は、神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニタ５０４
から（コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００を介して）受信
したデータと、分析結果とを、グラフィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１００
２に記憶する。このデータ（例えば、刺激の周波数及び強度、血行力学的変化及び／又は
神経生理学的変化、痛みスコア、ＳＤＴ値など）は、後で取り出したり、電子健康記録（
ＥＨＲ）システムに伝達したりする為、且つ／又は、後で精査する為に、分析が実施され
た特定の患者に関連付けられ、コード化され、安全な方式で記憶される。このデータは、
入力装置１００４からグラフィカルユーザインタフェース５０８に入力されたデータ（こ
れは患者の名前及び／又は識別情報を含むことが可能である）に基づいて、特定の患者に
関連付けられる。そして、このデータをＥＨＲシステムに伝達する方法としては、無線イ
ンタフェースを用いて無線伝達する方法、コンポーネントインタフェース５０６のＰＩＡ
９０４を介した接続を用いる方法、グラフィカルユーザインタフェース５０８内のＰＩＡ
（図示せず）を介した接続を用いる方法、可搬型記憶媒体（例えば、書き換え可能ディス
ク、フラッシュドライブなど）を用いる方法などがある。
【００７３】
　グラフィカルユーザインタフェース５０８は、コンポーネントインタフェース５０６の
マイクロプロセッサ９００における複雑な処理の負担を更に軽減する為に、コンポーネン
トインタフェース５０６から独立したマイクロプロセッサ１０００を含んでおり、これに
よって、マイクロプロセッサ９００は、主に神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニ
タ５０４により生成されたデータを処理する為に動作することが可能になる。更に、グラ
フィカルユーザインタフェース５０８を、神経選択的刺激装置５０２、皮質活動モニタ５
０４、及びコンポーネントインタフェース５０６から離れているコンピューティング装置
（例えば、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュー
タなど）として設けることが可能である。この構成では、グラフィカルユーザインタフェ
ース５０８は、コンポーネントインタフェース５０６のＰＩＡ９０４を介して神経選択的
刺激装置５０２、皮質活動モニタ５０４、及びコンポーネントインタフェース５０６と接
続することが可能であり、これによって、痛覚計５００は、グラフィカルユーザインタフ
ェース５０８として動作する多種多様なコンピューティング装置のいずれとも動作するこ
とが可能になる。
【００７４】
　同様に、痛覚計５００の様々なコンポーネント（即ち、神経選択的刺激装置５０２、皮
質活動モニタ５０４、コンポーネントインタフェース５０６、及びグラフィカルユーザイ
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ンタフェース５０８）のいずれも、或いは、それらのサブコンポーネント（例えば、電流
駆動回路７００及び７０２、光検出回路７０４及び７０６、メモリ１００２、入力装置１
００４、ディスプレイ装置１００６など）のいずれも、離れた場所にあるスタンドアロン
装置として設けてよい。更に、これらのコンポーネント５０２－５０８、又はサブコンポ
ーネント６００、６０２、７００－７１０、９０２－９０６、及び１００２－１００６の
いずれもが、無線インタフェースを介して互いに無線データ通信を行うことも可能である
。例えば、電流駆動回路７００及び７０２、光検出回路７０４及び７０６、無線通信機、
並びに独立電源を、ＮＩＲＳセンサ５１４の中又は近くに設けてよく、そうすることによ
って、ＮＩＲＳセンサ５１４は、皮質活動モニタ５０４の他のサブコンポーネント７０８
及び７１０から離れて、且つ、それらと無線データ通信を行いながら動作することが可能
になり、痛覚計５００とＮＩＲＳセンサ５１４との間のセンサケーブル５１６が不要にな
る。そのような無線通信は、任意の好適な無線技術（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、ＢＬＵＥＴＯ
ＯＴＨブランドの無線技術、無線周波数（ＲＦ）など）を用いて行うことが可能である。
【００７５】
　グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００は、コンポー
ネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００より複雑な処理（例えば、グラ
フィカルユーザインタフェースにおける動的表示の生成、痛覚計ソフトウェアによって定
義される様々な処理ループの実行など）を実施する為、コンポーネントインタフェース５
０６のマイクロプロセッサ９００より高速であることが好ましい（例えば、２．８ＧＨｚ
以上）。又、マイクロプロセッサ１０００は、高速処理をサポートするために、少なくと
も４ＭＢのキャッシュメモリと、少なくとも４ＧＢのＲＡＭとを有することが好ましい。
そして、グラフィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１００２は、複数の患者につ
いての、多様な時間枠にわたるデータを記憶する為、少なくとも１００ＧＢの固体データ
記憶装置を含むことが好ましい。メモリ１００２を固体記憶装置とすることにより、処理
及び記憶のサイクル数が増え、従来の回転板型ハードドライブで起こったようなハードド
ライブ故障の可能性が減る。
【００７６】
Ｄ．痛覚計ソフトウェア
　痛覚計５００の統合化されたコンポーネント５０２－５０６を用いて、次の（１）－（
５）を行うことが可能である。（１）痛みと、有害及び半有害の刺激に対する反応とを客
観的に定量化する。（２）そのような刺激及び他の臨床的に関連する刺激に対する反応と
してのＳＤＴ及び／又は痛みスコアを決定する。（３）薬及び他の痛み介入の鎮痛効果、
並びに、痛み管理を目的とした新薬及び／又は治験薬の有効性並びに用量と反応との関係
をモニタリングする。（４）鎮痛薬及び他の介入に対する耐性の発現を特定する。（５）
痛みの診断的特性化を行う。これらは全て、患者における痛みの総合的管理の指針になる
。この機能性は、グラフィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１００２に記憶され
たソフトウェアによって制御される。そして、マイクロプロセッサ１０００は、このソフ
トウェアにある命令を実行することにより、上記機能性を実現する為に必要な各種タスク
を実施する。
【００７７】
　より詳細には、このソフトウェアは、神経選択的刺激装置５０２によって印加される半
有害電気刺激と、皮質活動モニタ５０４によって実施される血行力学的測定及び／又は生
体電位測定との同時且つ自己矛盾なき制御を自動化及び調整する複数の刺激アルゴリズム
を含んでいる。これらのアルゴリズムのどれをマイクロプロセッサ１０００で実行するか
は、痛覚計５００の入力装置１００４においてユーザが入力するデータによって決定され
る。ユーザは、上に列挙した４つの機能のうちから選択することが可能である他に、以下
のような事柄を選択することも可能である。即ち、目標とする神経線維（例えば、Ａβ線
維、Ａδ線維、又はＣ線維）、刺激を印加する時間の長さ（例えば、１秒、１０秒、１５
秒、又は２０秒など）、電極５１０の位置（例えば、左腕、左脚、左足など）、ＮＩＲＳ
センサ５１４及び／又はＥＥＧ電極１１００の位置（例えば、後頭皮質、一次体性感覚皮
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質、背外側前頭前皮質など）、患者の痛みの位置（例えば、左腕、左脚、左足など）、患
者の発達段階（例えば、新生児、小児、成人）及び／又は年齢（例えば、月経後３０週齢
、２－５歳、６５歳超など）、患者の体重（例えば、Ｘポンド、１００－１２５ポンド、
１２５－１５０ポンドなど）、患者の性別（例えば、男性又は女性）、患者の、関連する
体調／病状（あれば）（例えば、痛覚過敏、オピオイド依存、心臓病など）、及び／又は
、現在の（又は予定されている）治療介入（あれば）（例えば、オピオイド、ａｌｐｈａ
－２、アゴニストなど）を選択することも可能である。
【００７８】
　これらの選択のそれぞれは、神経選択的刺激装置５０２が神経特異的電気刺激をどのよ
うに印加しなければならないか（即ち、患者に応じて、電気刺激の周波数及び／又は強度
を微調節しなければならない場合がある）、並びに、皮質活動モニタ５０４が血行力学的
反応及び／又は神経生理学的反応をどのように測定するか（即ち、患者に応じて、ＮＩＲ
Ｓセンサ５１４の位置及び／又はタイプ、及び／又は光の波長を変えなければならない場
合があり、且つ／又は、患者に応じて、ＥＥＧ電極１１００の位置及び／又はタイプ、及
び／又は測定対象の電気的活動の周波数を変えなければならない場合がある）を決定する
為の因子として働くことが可能である。そして、痛覚計ソフトウェアは、これらの各種選
択に基づいて適切な調節を行うように構成されたアルゴリズムを含んでいる。例えば、Ｎ
ＩＲＳセンサ５１４同士の間隔は、年齢によって決定されるものであって、所与の波長に
おける差分経路長因子（ＤＰＦ）及び血行力学的変化の測定に用いるアルゴリズムを部分
的に決定づける。
【００７９】
　これらの選択のうちの幾つかの結果として、ユーザに対する指示が、痛覚計５００のデ
ィスプレイ装置１００６に表示される場合がある。例えば、ユーザは、成人患者に対する
オピオイドの効果をモニタリングすることを選択でき、これを選択すると、ディスプレイ
装置１００６に幾つかの指示が表示される。これらは、例えば、患者の痛みの元ではない
四肢（例えば、セグメントＣ７）に電極５１０を配置する指示、患者の後頭皮質及び体性
感覚皮質（例えば、Ｔ３とＴ５との間、Ｃ３とＰ３との間、Ｐ３とＯ１との間、Ｐ４とＯ

１との間）にＮＩＲＳセンサ５１４を配置する指示、及び／又は、患者の後頭皮質及び体
性感覚皮質（例えば、Ｐ３、Ｐｚ、Ｐ４、Ｏ１、及びＯ２）にＥＥＧ電極１１００を配置
する指示である。これらの指示は、電極５１０、ＮＩＲＳセンサ５１４、及び／又はＥＥ
Ｇ電極１１００を配置する際にユーザをよりよく案内するグラフィカル表示（例えば、図
１１Ａ及び図１１Ｂに示したグラフィカル表示）を含んでよい。そして、これらの選択の
結果として、周波数が５Ｈｚで強度が０．５０－０．８０ｍＡである電流が、その患者に
印加すべき電流として選択される。この周波数及び強度は、Ｃ線維に固有であって、オピ
オイドによって変調される。ユーザは、電極５１０、ＮＩＲＳセンサ５１４、及び／又は
ＥＥＧ電極１１００を指示どおりに配置した後、電極５１０による神経特異的電気刺激の
印加、並びに、ＮＩＲＳセンサ５１４及び／又はＥＥＧ電極１１００による血行力学的反
応及び／又は神経生理学的反応のモニタリングの開始を痛覚計５００に指示することが可
能である。
【００８０】
　電極５１０によって神経特異的電気刺激が印加されていて、ＮＩＲＳセンサ５１４及び
／又はＥＥＧ電極１１００によって血行力学的反応及び／又は神経生理学的反応がモニタ
リングされている間に、グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ
１０００は、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００から受信
したデータの分析を開始する。これらの同時タスクは、痛覚計ソフトウェアによって定義
された３つの別々の処理ループ、即ち、制御／分析ループ、刺激ループ、及びモニタリン
グループに基づいて実施される。以下では、これらのループの埋め込み構造を説明する。
まず、最も外側のループから説明し、その後、内側のループへと説明を進めていく。
【００８１】
ｉ．制御／分析ループ
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　図１２に示すように、最も外側のループが制御／分析ループであり、中間のループが刺
激ループであり、最も内側のループがモニタリングループである。制御／分析ループは、
グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００を制御し、内側
ループを直接又は間接的に呼び出して、神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニタ５
０４の動作を初期化及び調整し、これらのコンポーネントが生成したデータを収集し、所
望のデータを取得した後、これらのコンポーネントを非活性化する。制御／分析ループは
又、神経選択的刺激装置５０２及び皮質活動モニタ５０４が生成しているデータをリアル
タイムで分析し、そのデータの、生成及び分析された部分を表示するよう、ディスプレイ
装置１００６に指示する。
【００８２】
　以下のシーケンスリストは、グラフィカルユーザインタフェース５０８によって実施さ
れる一例示的制御／分析ループ処理を示す。
　１．痛覚計５００のコンポーネント５０２－５０８を初期化（ブート）し、内部システ
ム診断を実施し、システム状態をログ記録／報告し、グラフィカルユーザインタフェース
５０８を起動する（システムエラーが、注意を要する装置動作不良を示していない場合）
。
　２．所望の機能を選択し、患者固有のパラメータを設定する為に、入力装置１００４か
らユーザ入力を受け取るべく、グラフィカルユーザインタフェース５０８を初期化する。
　３．入力装置１００４から受け取った入力に基づいて、電極５１０、ＮＩＲＳセンサ５
１４、及び／又はＥＥＧ電極１１００を配置する指示をユーザに与える。
　４．電力バス９０６から神経選択的刺激装置５０２、皮質活動モニタ５０４、及びコン
ポーネントインタフェース５０６に電力を供給し、これらを待機モードにすることを、コ
ンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に指示する。
　　ａ．神経選択的刺激装置５０２の低電圧回路６００及び高電圧回路６０２を初期化す
る。
　　ｂ．皮質活動モニタ５０４の電流駆動回路７００及び７０２、光検出回路７０４及び
７０６、多重化器７０８、及びＡＤＣ７１０を初期化する。
　　ｃ．コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００、メモリ９０
２、及びＰＩＡ９０４にあるタイマを初期化する。
　５．ユーザ入力に基づいてアルゴリズムを選択し、このアルゴリズムを用いて、電気刺
激のサイクル時間、神経特異的周波数及び強度を選択し、ユーザ入力に基づいて酸素測定
法のパラメータを選択する。
　６．ユーザからの指示を受けて、電極５１０による神経特異的電気刺激の印加、及びＮ
ＩＲＳセンサ５１４及び／又はＥＥＧ電極１１００による血行力学的反応及び／又は神経
生理学的反応のモニタリングを開始する。
　７．皮質活動モニタ５０４による血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化のモニタ
リングの開始を、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に指
示する。
　　ａ．神経特異的電気刺激を印加しない状態で、測定ループを開始して、皮質活動のベ
ースライン測定値を収集する（後述のモニタリングループの説明を参照）。
　　ｂ．コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００によって収集
されたデータ（ＮＩＲＳ及び／又はＥＥＧデータのみ）を、分析／制御ループでの更なる
処理の為にグラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００に送
信する。
　８．収集されたデータを定量化し、その患者のベースライン値としてメモリ１００２に
記憶する。
　９．神経選択的刺激装置５０２による、患者への神経特異的電気刺激の印加の開始を、
コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に指示する。
　　ａ．刺激ループを開始して、神経特異的周波数及び強度の電気刺激を所定のサイクル
時間にわたって印加する（後述の刺激ループの説明を参照）。
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　　ｂ．グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００におい
て、電気刺激が印加されている時間の長さをクロックタイマで計測することを開始する。
　　ｃ．コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００が受信したデ
ータが、印加されている神経特異的電気刺激の強度が半有害レベルを超えていることを示
した場合は、神経選択的刺激装置５０２による、患者への神経特異的電気刺激の印加を停
止することを、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に指示
し、そうでない場合は、電気刺激を開始してから所定の長さの時間が経過したことをクロ
ックタイマが示した後に、神経選択的刺激装置５０２による、患者への神経特異的電気刺
激の印加を停止することを、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ
９００に指示する。
　　ｄ．グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００におい
て、電気刺激が印加されて「いない」時間の長さをクロックタイマで計測することを開始
する。
　　ｅ．電気刺激を停止してから所定の長さの時間が経過した後に、所定の刺激サイクル
数にわたってステップａ－ｄを繰り返し、その後、神経選択的刺激装置５０２による、患
者への神経特異的電気刺激の印加を停止することを、コンポーネントインタフェース５０
６のマイクロプロセッサ９００に指示する。
　　ｆ．コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００によって収集
されたデータ（ＮＩＲＳ及び／又はＥＥＧデータ、及び刺激データ）を、分析／制御ルー
プでの更なる処理の為にグラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ
１０００に送信する。
　１０．収集されたデータを定量化し、ベースライン値と比較して、その患者の神経特異
的な血行力学的反応及び／又は神経生理学的反応として、グラフィカルユーザインタフェ
ース５０８のメモリ１００２に記憶する。
　１１．比較により、神経特異的反応値が、ベースライン値より大きい所定量を超えてい
ると判定された場合は、ステップ９及び１０を、同じ神経特異的周波数及び強度で所定回
数繰り返すことを、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に
指示し、そうでない場合は、ステップ９及び１０を、神経特異的強度をより大きくした電
気刺激を用いて繰り返すことを、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセ
ッサ９００に指示する。
　１２．ＮＩＲＳ及び／又はＥＥＧデータの定量化された値を、患者の痛み関連皮質活動
の、意味がわかる尺度に変換する。
　１３．皮質活動モニタ５０４による血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化のモニ
タリングの停止を、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に
指示する。
　１４．定量化された値を、患者の客観的痛み測定値として、グラフィカルユーザインタ
フェース５０８のメモリ１００２に記憶する。
　１５．結果の動的表示をディスプレイ装置１００６に生成する。
図１３は、その例示的処理の各ステップを示すフローチャートである。
【００８３】
　以上のステップ及び図１３に示したように、制御／分析ループは、測定ループを開始し
、皮質活動モニタ５０４を用い、神経選択的刺激装置５０２によって神経特異的電気刺激
が印加されていない場合に患者の皮質領域で起こっている血行力学的変化及び／又は神経
生理学的変化に基づいて、皮質活動のベースライン量を確立する。このベースラインが確
立された後、制御／分析ループは、刺激ループを開始し、神経選択的刺激装置５０２を用
いて神経特異的電気刺激を患者に印加し、同時に、皮質活動モニタ５０４が、患者の皮質
領域で起こっている血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化のモニタリングを続ける
。神経特異的電気刺激は、神経特異的周波数及び強度（例えば、２０００Ｈｚ及び２．２
ｍＡ）で所定回数（例えば、５０回）繰り返されるオンオフサイクル（即ち、刺激が印加
される期間の後に刺激が印加され「ない」期間がある）の形式で印加される。これらのオ
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ンオフ刺激サイクルの長さは、入力装置１００４から入力される患者固有の変数（例えば
、刺激の位置、患者の病状又は体調など）に応じて変わるが、典型的には数秒続き、各サ
イクルに必ず「オフ」期間と「オン」期間とを組み込んでいる。このオンオフ刺激サイク
ルの系列を、以下では「周波数サイクル」と称する。これは、これらが全て、目標となる
神経線維に応じた同じ神経特異的周波数（例えば、Ｃ線維は５Ｈｚ、Ａδ線維は２５０Ｈ
ｚ、Ａβ線維は２０００Ｈｚ）で印加される為である。
【００８４】
　周波数サイクルにおいてデータが収集された後、制御／分析ループは、グラフィカルユ
ーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００を用いてそのデータを分析して
、閾値レベルの半有害刺激が患者によって体験されたかどうかを判定する。閾値レベルの
反有害刺激が体験された場合、刺激ループは、この周波数サイクルを所定回数繰り返す。
そうでない場合、グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１００
０は、神経選択的刺激装置５０２によって印加されている神経特異的電気刺激の強度を増
やし、その新しい強度で周波数サイクル（例えば、２０００Ｈｚ及び２．３ｍＡ）を実施
することを、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に指示す
る。この強度は、閾値レベルの半有害刺激が体験されるまで漸増され、閾値レベルになっ
たら、刺激ループは、この周波数サイクルを、その神経特異的周波数及び強度で所定回数
繰り返す。
【００８５】
　制御／分析ループは、各周波数サイクルの間に皮質活動モニタ５０４によってデータを
継続的に収集し、これを分析して、神経特異的電気刺激が印加された患者が体験した痛み
の客観的測定量を与える。より具体的には、グラフィカルユーザインタフェース５０８の
マイクロプロセッサ１０００は、皮質活動モニタ５０４によって測定されたＮＩＲＳデー
タ（即ち、血行力学的反応パラメータの神経特異的変化を反映する差分赤外線吸収データ
）及び／又はＥＥＧデータ（即ち、生体電位的反応パラメータの神経特異的変化を表す差
分電気活動データ）の値を、患者の痛み関連皮質活動の、意味のわかる尺度（例えば、痛
みスコア、ＳＤＴなど）の形に定量化する。例えば、周波数サイクルの間に測定された総
ヘモグロビン（ＨｂＴ）の変化の平均が５．２μｍｏｌ／Ｌであれば、これは、ＳＤＴ値
の１から１２までのスケールの８と関連付けることが可能である。ＥＥＧを、ＮＩＲＳと
組み合わせて（又はＮＩＲＳの代わりに）用いた場合は、同様の関連付けを、フィッシャ
ーのＺ値を用いて行うことが可能である。この客観的痛み測定値は、その患者に関連付け
て、グラフィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１００２に記憶することが可能で
ある。
【００８６】
　本発明の痛覚計５００では、臨床現場においてユーザが手動で印加する有害刺激（例え
ば、手術、静脈穿刺、動脈穿刺、踵穿刺、静脈内挿管、気管内チューブ導入、気管内チュ
ーブ吸引、栄養補給用胃管挿入、電極リード及びテープの除去など）を用いて同様の処理
を実施することが可能である。この場合、刺激ループは、省略するか、その有害刺激の手
動印加に先だって利用する。例えば、上述の例示的処理によりＳＤＴを決定し、次に、神
経特異的電気刺激を印加せずに上述の例示的処理を繰り返して、手動で印加される有害刺
激に対する反応として測定される皮質活動に基づいて痛みスコアを決定する動作を、ユー
ザがグラフィカルユーザインタフェース５０８の入力装置１００４で選択することが可能
である。この例では、有害刺激を、皮質活動モニタ５０４が患者の皮質活動を測定するタ
イミングと合わせる為に、ユーザは、有害刺激の手動印加の適切なタイミングに関する指
示を、ディスプレイ装置１００６を介して受け取る。そして、グラフィカルユーザインタ
フェース５０８のマイクロプロセッサ１０００は、予め決定された患者のＳＤＴを基準測
定値として、その皮質活動を痛みスコアにより定量化する。刺激が印加されていない状態
での患者の皮質活動は、ＳＤＴ及び痛みスコアの両方に対するベースラインとして働く。
このようにして、ベースライン値及びＳＤＴ値は、臨床的介入前の患者において決定する
ことが可能であり、有害刺激を手動印加した後の痛みスコアを算出する際の有用な比較子
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として用いることが可能である。
【００８７】
　これらのベースライン値及びＳＤＴ値を用いて、鎮痛薬及び他の痛み介入の効果を特定
することも可能である。この場合は、痛み治療を目的とした介入を受けている患者におい
て上述の例示的処理を時間とともに繰り返し、上述の例示的処理を用いて、その治療の間
の様々な時点での、その患者のＳＤＴを決定する。グラフィカルユーザインタフェース５
０８のマイクロプロセッサ１０００は、それらのＳＤＴ値を、対応する投与量情報ととも
に、グラフィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１００２に記憶し、これらの値を
時間に対して比較して、その患者における、介入に対する耐性の発現、又は鎮痛薬誘発毒
性の発現を識別する。例えば、鎮痛薬に対する耐性の発現が識別されるのは、ＳＤＴが同
じままで、鎮痛薬の投与量が時間とともに増える傾向が現れたときである。又、痛覚過敏
の発現が識別されるのは、鎮痛薬の投与量が同じままで、ＳＤＴが時間とともに減る傾向
が現れたときである。
【００８８】
ｉｉ．刺激ループ
　刺激ループは、コンポーネントインタフェース５０６及び神経選択的刺激装置５０２の
マイクロプロセッサ９００を制御し、患者の皮質領域における特定の活動（具体的には、
患者の体性感覚系に関連付けられた活動）を誘発する為に、特定の感覚神経線維（例えば
、Ｃ線維、Ａδ線維、及びＡβ線維）を選択的に刺激する周波数で電気刺激を与える。コ
ンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００、並びに、神経選択的刺
激装置５０２の低電圧回路６００及び高電圧回路６０２は、制御／分析ループのステップ
４で初期化されている。そして、以下のシーケンスリストは、制御／分析ループのステッ
プ９において、コンポーネントインタフェース５０６及び神経選択的刺激装置５０２のマ
イクロプロセッサ９００によって実施される一例示的刺激ループ処理を示す。
　１．神経特異的周波数及び強度での電気刺激の印加を開始する指示を、グラフィカルユ
ーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００から受け取る。
　２．制御／分析ループのステップ５において選択された神経特異的周波数での連続正弦
波信号の発生を開始するように、正弦波発生器６０４を構成する。
　３．正弦波信号に対して初期電圧出力ゼロの印加を開始するように、デジタルポテンシ
ョメータ６０６を構成する。
　４．ステップ５において選択されたサイクル時間に従って、神経特異的電気刺激の「オ
ン」時間及び「オフ」時間を選択する。
　５．コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００において、デジ
タルポテンショメータ６０６の電圧出力がゼロである時間の長さをクロックタイマで計測
することを開始する。
　６．選択された「オフ」時間が経過した後に、制御／分析ループのステップ５において
選択された神経特異的強度に対応する電圧出力を正弦波信号に適用することを開始するよ
うに、デジタルポテンショメータ６０６を構成する。
　７．コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００において、デジ
タルポテンショメータ６０６の電圧出力が神経特異的強度である時間の長さをクロックタ
イマで計測することを開始する。
　８．選択された「オン」時間が経過した後に、電圧出力ゼロを正弦波信号に適用するこ
とを開始するように、デジタルポテンショメータ６０６を構成する。
　９．所定回数のオンオフ刺激サイクルについてステップ５－８を繰り返す。
　１０．オンオフ刺激サイクルが完了したことをグラフィカルユーザインタフェース５０
８のマイクロプロセッサ１０００に通知し、更なる指示に備えて待機する。
　１１．制御／分析ループのステップ１０における比較により、神経特異的反応値が、ベ
ースライン値より大きい所定量を超えていると判定された場合は、ステップ６－９を、同
じ神経特異的周波数及び強度で所定回数繰り返す指示を、グラフィカルユーザインタフェ
ース５０８のマイクロプロセッサ１０００から受け取り、そうでない場合は、ステップ６
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－９を、神経特異的強度をより大きくした電気刺激を用いて繰り返す指示を、グラフィカ
ルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００から受け取る。 
図１４は、その例示的処理の各ステップを示すフローチャートである。
【００８９】
　以上のステップ及び図１４に示したように、グラフィカルユーザインタフェース５０８
のマイクロプロセッサ１０００は、神経特異的周波数及び強度での電気刺激の印加を開始
する指示を、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に送信す
る。コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００は、これらの指示
に基づいて、その周波数で連続正弦波信号を発生させることの開始を正弦波発生器６０４
に指示し、それらの信号に電圧を適用することの開始をデジタルポテンショメータ６０６
に指示する。この電圧は、最初はゼロであるが、神経特異的強度に相当する電圧まで漸増
される。上述のように、この神経特異的電圧は、神経選択的刺激装置５０２の高電圧回路
６０２によって神経特異的電流に変換される。
【００９０】
　グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００によって選択
されたオンオフサイクル時間に基づいて、神経選択的刺激装置５０２は、所定回数の（例
えば、５０回の）オンオフサイクルが完了するまで、「オン」時間と「オフ」時間、即ち
、神経特異的電気刺激を繰り返す。オンオフサイクルが完了した時点で、刺激ループは、
制御／分析ループによって再開されない限り、停止する。制御／分析ループは、上述のよ
うに、神経特異的電気刺激の発生に用いる電流の強度を漸増させることを選択することを
含んでよい。そして、やはり上述のように、制御／分析ループは、所望の回数の周波数サ
イクルが完了するまで、刺激ループを、所定の回数だけ停止及び再開する。又、電極５１
０を介して印加されている電流が所定値より大きいことが検出された場合にも、刺激ルー
プは停止する。所定値の電流は、例えば、強度が、目標神経線維の閾値活動電位を達成す
る為には十分な大きさでありながら、患者が痛い感じを意識して知覚することがないほど
の小ささである（即ち、半有害刺激よりは大きい強度の）電流である。
【００９１】
　サイクル時間、サイクルシーケンス数、最小及び最大電流強度、及び電流強度の増加度
合いは、グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００が、入
力装置１００４から受信されたユーザ入力に基づいて選択したアルゴリズムによって決定
される。周波数サイクルの回数は、患者が知覚した痛みを定量化する為の統計精度が得ら
れるように十分な数のデータ点を与えるように選択される。そして、刺激に対する最小閾
値反応が観測されないまま、最大電流強度に達した場合は、この最大電流強度を、閾値量
として、グラフィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１００２に記憶する。従って
、痛覚計５００においてＳＤＴが決定されている場合には、この値を用いて患者のＳＤＴ
を算出する。
【００９２】
ｉｉｉ．モニタリングループ
　モニタリングループは、コンポーネントインタフェース５０６及び皮質活動モニタ５０
４のマイクロプロセッサ９００を制御し、神経選択的刺激装置５０２を用いて印加される
半有害神経特異的電気刺激、及び／又は手動で印加される有害刺激に対する反応としての
、患者の脳皮質領域における血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化に基づいて、痛
みの客観的測定値を与える。コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ
９００及び皮質活動モニタ５０４のサブコンポーネント７００－７１０は、制御／分析ル
ープのステップ４において初期化されている。そして、以下のシーケンスリストは、制御
／分析ループのステップ７－１３において、コンポーネントインタフェース５０６及び神
経選択的刺激装置５０２のマイクロプロセッサ９００によって実施される一例示的モニタ
リングループ処理を示す。
　１．赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８のいずれが励振電流を受けるかを交互に選
択する制御信号を発生させる為の、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロ
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セッサ９００にある第１のクロックタイマを初期化する。
　２．第１のタイマからの制御信号に基づいて、電流駆動回路７００及び７０２内で、赤
色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８に必要な電流励振レベルを交互に発生させる。
　３．多重化器７０８のどのチャネルをＡＤＣ７１０によって処理するかを交互に選択す
る制御信号を発生させる為の、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッ
サ９００にある第２のクロックタイマを初期化する。
　４．第２のタイマからの制御信号によって選択された多重化器のチャネルに基づいて、
第１の電流駆動回路７００、第２の電流駆動回路７０２、第１の光検出回路７０４、及び
第２の光検出回路７０６からの信号を、交互に、ＡＤＣ７１０によってサンプリング及び
変換する。
図１５は、その例示的処理の各ステップを示すフローチャートである。
【００９３】
　以上のステップ及び図１５に示したように、グラフィカルユーザインタフェース５０８
のマイクロプロセッサ１０００は、第１及び第２の電流駆動回路７００及び７０２の赤色
発光器７１４及びＩＲ発光器７１８を用いて赤色光及びＩＲ光を交互に発生させることを
開始する指示を、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に送
信する。グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００は又、
赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８が赤色光及びＩＲ光を発し、第１及び第２の光検
出器７２０及び７２８がその光の反射部分を受光するのに合わせて、第１の電流駆動回路
７００、第２の電流駆動回路７０２、第１の光検出回路７０４、及び第２の光検出回路７
０６で発生する信号を交互にサンプリングすることを開始する指示を、コンポーネントイ
ンタフェース５０６のマイクロプロセッサ９００に送信する。これら２つの交互サイクル
は、グラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００が、モニタ
リングループを停止する指示をコンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッ
サ９００に送信するまで、連続的に実施される。
【００９４】
　第１のタイマは、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８の活性化を有効化／無効化す
る為に、デューティサイクル２５％のパルス列を周波数１２５Ｈｚで発生させることが好
ましい。第２のタイマは、０．５ミリ秒の周期を有していて、このタイミングで、多重化
器７０８の次のチャネルが、ＡＤＣ７１０によるアナログデジタル変換の為に選択される
ことが好ましい。そして各発光サイクルは、多重化器の４つのチャネルがインタリーブさ
れて、０．５ミリ秒刻みで信号をＡＤＣ７１０に供給するように、２ミリ秒続くことが好
ましい。この構成では、コンポーネントインタフェース５０６のマイクロプロセッサ９０
０は、インタリーブされた各0.5ミリ秒サンプルの間に５０個のデータ点を収集し、それ
らを平均し、平均されたそれらのデータ点のセットを１６個、更なる処理に備えて、８ミ
リ秒おきにグラフィカルユーザインタフェース５０８のマイクロプロセッサ１０００に送
信する。これらの平均データ点のそれぞれは、赤色発光器７１４及びＩＲ発光器７１８へ
の入力電流の値、並びに、第１及び第２の光検出ダイオード７２０及び７２８において検
出される電流の値を含んでいる。
【００９５】
Ｅ．ヒトの痛覚の測定
　本発明の痛覚計は、実践上は、以下のことに使用可能である。（１）痛みと、有害及び
半有害の刺激に対する反応とを客観的に定量化する。（２）そのような刺激及び他の臨床
的に関連する刺激に対する反応としてのＳＤＴ及び／又は痛みスコアを決定する。（３）
薬及び他の痛み介入の鎮痛効果、並びに、痛み管理を目的とした新薬及び／又は治験薬の
有効性並びに用量と反応との関係をモニタリングする。（４）鎮痛薬及び他の介入に対す
る耐性の発現を特定する。（５）痛みの診断的特性化を行う。これらは全て、患者におけ
る痛みの総合的管理の指針になる。以下では、ヒトの痛覚の測定の、これらの形式のそれ
ぞれについて個別に説明する。
【００９６】
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ｉ．痛みの客観的定量化
　本発明の皮質活動モニタリング機能性は、痛みの感情的要素を、痛みの実際の侵害的要
素から分離することを可能にする。痛みの感情的要素は、神経選択的刺激装置５０２を用
いて、患者が侵害を知覚しない活動電位を特定の神経線維で発生させることにより（即ち
、半有害電気刺激を発生させることにより）除去される。結果としての、これらの神経線
維の神経支配は患者には知覚されないが、本発明の皮質活動モニタ５０４は、その刺激に
対する反応としての、患者の脳皮質領域における血行力学的変化及び／又は神経生理学的
変化を測定することが可能である。これらの測定値は、痛みの侵害的要素を痛みの感情的
要素と分離することが可能であり、言葉での主観的定量化及び／又は医師の主観的観察を
必要としない為、半有害電気刺激に対する患者の反応の客観的測定量を与える。
【００９７】
　その測定値から痛みの感情的要素を更に除去することが可能であり、これは、侵害的痛
みに関連する特定の脳皮質領域（即ち、一次体性感覚皮質）及び感情的痛みに関連する特
定の脳皮質領域（即ち、背外側前頭前皮質）における皮質活動をモニタリングすることに
より、可能である。これら２つの領域における血行力学的変化及び／又は神経生理学的変
化を互いに相関付けることにより、感情的要素と侵害的要素との間の関係が特定される。
従って、有害刺激を手動印加したこと、及び／又は患者の体調の結果として、患者が実際
に痛みを知覚している場合は、感情的要素を侵害的要素と分離することにより、患者の実
際の侵害的痛みの、より正確な、且つ、より客観的な測定量を与えることが可能である。
【００９８】
ｉｉ．ＳＤＴ及び痛みスコアの決定
　本発明は、従来の、ＰＰＴやＰＴＴなどの装置／方法とは異なる検査パラダイムを用い
る。即ち、継続時間が自己制御式である神経特異的電気刺激を利用してＳＤＴ及び痛みス
コアを決定する点が異なり、刺激の強度は、皮質活動モニタ５０４で測定される血行力学
的変化及び／又は神経生理学的変化の客観的測定値に基づいて制御される。一般的に遭遇
する臨床的に妥当な、痛みを伴う（又は有害な）刺激に対する血行力学的反応及び／又は
神経生理学的反応をまとめたものを、対照標準（例えば、刺激なし）又は他の基準反応と
ともに用いて、ＳＤＴ及び／又は痛みスコアを評価及び報告する際に対照する痛みスケー
ルを作成する。この検査パラダイムは又、手動印加される有害刺激を含めることを可能に
しており、上述のように、手動印加される有害刺激は、その感情的要素を分離することが
可能であり、これによって、侵害的痛みの客観的測定値を与えることが可能である。グラ
フィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１００２に記憶されているルックアップテ
ーブル（又はスケール）を用いて、特定の周波数及び強度の電気刺激におけるＳＤＴ値及
び痛みスコアを患者に対応付けることにより、それらの周波数及び強度の電気刺激での、
その患者についての血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化の測定量に対応するＳＤ
Ｔ値又は痛みスコアを特定することが可能である。複数の患者について痛みスコア及び／
又はＳＤＴを決定する為に使用可能な、基準反応のライブラリを形成する為に、患者ごと
の既知の生理学的相違に基づいて、様々な患者に対応する様々なルックアップテーブルが
用意される。
【００９９】
　図１６に示すように、これらのルックアップテーブルは、臨床評価（例えば、臨床試験
、患者エンカウンタなど）を経て定義される。より具体的には、複数の異なる患者に、複
数の異なるレベルの刺激を印加し、皮質活動モニタ５０４を用いて、それらの患者の脳皮
質領域における血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化を測定する。この刺激には有
害刺激が含まれ、有害刺激は、神経選択的刺激装置５０２を用いて印加してよく、従来の
熱刺激、化学刺激、又は機械的刺激として印加してもよい。神経選択的刺激装置５０２は
、一般には、半有害刺激以外のものを印加することには使用されない為、臨床試験中に有
害刺激を印加することが可能になるように構成された別個の「臨床試験」モードを持つこ
とになる。このモードは又、患者が体験した痛みを定量化する為の入力を、グラフィカル
ユーザインタフェース５０８の入力装置１００４から受けるように構成される。これらの



(34) JP 2013-523274 A 2013.6.17

10

20

30

40

50

定量化結果を、皮質活動モニタ５０４で測定された血行力学的変化及び／又は神経生理学
的変化のレベルと突き合わせることにより、様々な生理学的特性を有する様々な患者（例
えば、様々な年齢、体重、病状、病歴などを有する患者）に対応するＳＤＴ値の範囲が特
定される。
【０１００】
　様々な患者ごとに決定されたこれらのＳＤＴ値範囲を用いて、ルックアップテーブルを
作成する。そして、これらのルックアップテーブルにある各範囲を用いて、後から評価さ
れる患者についてのＳＤＴを特定する。これは、後から評価される患者について測定され
た血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化のレベルを、後から評価される患者と類似
の生理学的特性を有する事前評価された患者について得られたＳＤＴに対応する、ルック
アップテーブル内の値と突き合わせることによって行う。図１６に示したように、又、痛
覚計ソフトウェアの制御／分析ループに関して上述したように、それらのルックアップテ
ーブルを用いて患者を後から評価する処理は、刺激が何も印加されていない状態での患者
における血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化のベースラインレベルを測定し、こ
れを対照標準として使用することを含む。次に、神経選択的刺激装置５０２を用いて、神
経特異的電気刺激を印加する。これは、皮質活動モニタ５０４で測定される血行力学的変
化及び／又は神経生理学的変化が当該ＳＤＴ範囲に収まるまで行う。次に、その患者にお
ける血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化の閾値レベルを取得する為に使用された
神経特異的電気刺激の、対応する周波数及び強度を、その患者のＳＤＴと関連付け、その
患者の今後の評価で使用する為に、グラフィカルユーザインタフェース５０８のメモリ１
００２に記憶する。
【０１０１】
　ルックアップテーブルの定義に使用する評価は有害刺激の印加を含む為、これらの評価
は、生理学的特性が異なる様々な患者ごとのＳＤＴ範囲を確立することに特化して設計さ
れた臨床評価の間に行うことが好ましい。次に、適切なルックアップテーブルを用いて痛
覚計５００を事前プログラムし、その後、痛覚計５００の他の臨床設定を行う。これによ
って、痛覚計５００は、それらの、半有害刺激のみを印加する他の臨床設定で利用可能に
なる。痛みスコア用のルックアップテーブルは、ほぼ同様の方法で定義及び使用が可能で
ある。
【０１０２】
ｉｉｉ．モニタリングの効果と薬及び痛み介入の有効性
　本発明の、神経特異的電気刺激に対する反応としての血行力学的変化及び／又は神経生
理学的変化をモニタリングする機能により、本発明では、薬及び他の痛み介入の鎮痛効果
、並びに、痛み管理を目的とした新薬及び／又は治験薬の有効性並びに用量と反応との関
係を特定することが可能である。より具体的には、様々な鎮痛薬クラスが様々な神経線維
を変調する。そして、本発明は、これらの特定線維を神経特異的電気刺激の目標とするこ
とにより、それらの神経線維を変調する特定の薬の効果を評価することが可能である。
【０１０３】
　例えば、オピオイドは、Ｃ線維を変調するが、Ａβ線維を変調しない。従って、神経特
異的電気刺激を周波数５ＨｚでＣ線維に印加することにより、オピオイドの効果を測定す
ることが可能である。そして、この神経特異的電気刺激を、本発明の皮質活動モニタ５０
４によって与えられる客観的測定値と組み合わせて利用することにより、特定の感覚神経
線維において、鎮痛薬及び他の痛み介入の効果を測定することが可能である。このように
、本発明を定量的感覚検査（ＱＳＴ）パラダイムとともに用いることにより、特定の痛み
介入に対する痛み反応を客観的に測定することが可能である。
【０１０４】
　図１７に示すように、上述のルックアップテーブルにおいて与えられるＳＤＴ値は、特
定の痛み介入の効果の検査の一環として用いることが可能である。図１７では、皮質活動
モニタ５０４を用いて、痛み介入が投与される前（例えば、外科手術を受けた直後）の患
者が体験している痛みの測定を開始する。その時点では、神経選択的刺激装置５０２によ
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る電気刺激は印加されていない。次に、痛み介入を投与し、患者の脳皮質領域における血
行力学的変化及び／又は神経生理学的変化の測定を、それらがその患者のＳＤＴを下回る
まで行う。この測定値の低下は、痛み介入が効果的であったことを示している。
【０１０５】
　所定の時間量の間に血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化が患者のＳＤＴを下回
ったら、神経選択的刺激装置５０２により、神経特異的電気刺激を、当該痛み介入によっ
て変調される神経線維の固有の周波数（例えば、オピオイドであれば５Ｈｚ）で患者に印
加する。患者の痛みの元に対する効果ではなく、特定の神経線維タイプに対する鎮痛薬の
全身的な効果を測定する為に、電極５１０を、患者の痛みの元ではない四肢（例えば、指
、つま先など）に配置する。そして、電流を、その患者について決定されたＳＤＴ範囲に
収まる強度に維持して、血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化がその閾値を下回っ
ていれば、痛み介入が効果的に働いていることになるように、且つ、血行力学的変化及び
／又は神経生理学的変化がその閾値以上であれば、痛み介入が切れてきたことになるよう
にする。
【０１０６】
　痛み介入が切れてきたことが示された場合は、これに対して、痛覚計５００は、アラー
トを発生させることが可能であり、例えば、グラフィカルユーザインタフェース５０８の
ディスプレイ装置１００６に警告を表示することが可能であり、且つ／又は、痛覚計５０
０は、薬調剤システムと通信して、そのシステムに、適量の痛み介入を自動的に再投与さ
せることが可能であり、且つ／又は、痛覚計５００は、病院の中央モニタリングシステム
と通信して、別のどこかの場所（例えば、ナースステーション）でアラートを発生させる
ことが可能である。これらのアラート、又は、その、薬調剤システムとの通信の結果とし
て、痛み介入は患者に再投与される。痛覚計５００は、患者の痛みのモニタリングを継続
し、必要に応じてそのように痛み介入を再投与することにより、患者の痛みが有害レベル
を下回り続けるようにする。
【０１０７】
ｉｖ．耐性の発現の特定
　本発明は、図１６及び図１７に示した処理を長期間にわたって繰り返すことにより、特
定の痛み介入に対する耐性の発現を特定することが可能である。図１６に示した処理は、
患者のＳＤＴの変化を識別する為に、特定の投薬において断続的に繰り返されており、図
１７の処理は、その投薬に対する反応として、痛み介入の効果を特定する為に、連続的に
繰り返されている。そして、痛み介入が切れてくる時点をより正確に識別できるように、
患者のＳＤＴを、時間に対して調節することが可能である。そして、同様の強度の神経特
異的電気刺激に対する反応として、患者のＳＤＴが時間とともに減少したときに、耐性の
発現が識別される。痛覚計５００は、痛み介入の再投与が必要な場合には、上述の場合と
同様に耐性の発現を識別した時点で、アラートを発生させるか、投薬を調節することが可
能である。
【０１０８】
ｖ．痛みの診断的特性化
　本発明の、神経特異的電気刺激に対する反応としての血行力学的変化及び／又は神経生
理学的変化をモニタリングする機能は、本発明が様々な痛み状態における痛みの診断的特
性化を行うことも可能にする。より具体的には、様々な痛み状態が様々な神経線維を変調
する。そして、本発明は、これらの特定線維を神経特異的電気刺激の目標とすることによ
り、患者が体験している痛み状態を診断することが可能である。
【０１０９】
　これは、例えば、神経障害性痛みは、Ａβ線維を介して変調される為である。従って、
神経特異的電気刺激を周波数２０００ＨｚでＡβ線維に印加することにより、負傷による
神経障害性痛みの存在を検出することが可能である。その場合は、電極５１０を、患者の
身体の、痛みの元になっている場所の上に配置する。そして、患者の痛みの元の場所にあ
るＡβ線維（一般に、侵害的痛みには関連付けられない感覚線維）の、半有害神経特異的
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刺激に対する反応としての痛みの測定値が有害又は近有害レベルであれば、その患者が神
経障害性痛みに苦しんでいることになる。同様の手法を用いて、他の痛み状態（例えば、
痛覚過敏、異痛症など）の診断も可能である。
【０１１０】
Ｆ．補足的開示
　ここまでの開示に加えて、以下の記事の開示も、参照によって、その全体があたかも本
明細書に示されているかのように本明細書に組み込まれている。
　１．米国医師会（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ），「
モジュール６：小児科の痛み管理（Ｍｏｄｕｌｅ　６：Ｐｅｄｉａｔｒｉｃ　Ｐａｉｎ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）」，ペイン　マネジメント　シリーズ（Ｐａｉｎ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｓｅｒｉｅｓ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｍａ－ｃｍｅｏｎｌｉｎｅ．ｃｏ
ｍ／ｐａｉｎ＿ｍｇｍｔ／ｍｏｄｕｌｅ０６／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ（２０１０年２月）
　２．アングスト，Ｍ．Ｓ．，Ｄ．Ｒ．ドローヴァー等（Ａｎｇｓｔ，Ｍ．Ｓ．，Ｄ．Ｒ
．Ｄｒｏｖｅｒ，ｅｔ　ａｌ．）著，「ヒトにおける経口投与徐放性ヒドロモルフォンの
薬力学（Ｐｈａｒｍａｃｏｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ｏｒａｌｌｙ　ａｄｍｉｎｉｓｔｅ
ｒｅｄ　ｓｕｓｔａｉｎｅｄ－　ｒｅｌｅａｓｅ　ｈｙｄｒｏｍｏｒｐｈｏｎｅ　ｉｎ　
ｈｕｍａｎｓ）」，アネススィオロジ（Ａｎｅｓｔｈｅｓｉｏｌｏｇｙ），９４巻１号、
６３－７３頁（２００１年）
　３．バルトッチ，Ｍ．，Ｌ．Ｌ．ベルクヴィスト等（Ｂａｒｔｏｃｃｉ，Ｍ．，Ｌ．Ｌ
．Ｂｅｒｇｑｖｉｓｔ，ｅｔ　ａｌ．）著，「早産の新生児の脳皮質領域の痛みによる活
性化（Ｐａｉｎ　ａｃｔｉｖａｔｅｓ　ｃｏｒｔｉｃａｌ　ａｒｅａｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　
ｐｒｅｔｅｒｍ　ｎｅｗｂｏｒｎ　ｂｒａｉｎ）」，ペイン（Ｐａｉｎ），１２２（１－
２），１０９－１１７（２００６年）
　４．ベセラ，　Ｌ．等（Ｂｅｃｅｒｒａ，　Ｌ．　ｅｔ　ａｌ．）著，「体性感覚皮質
における拡散光トモグラフィ活性化：有痛及び無痛熱刺激による特定活性化（Ｄｉｆｆｕ
ｓｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　
Ｓｏｍａｔｏｓｅｎｓｏｒｙ　Ｃｏｒｔｅｘ：　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏ
ｎ　ｂｙ　Ｐａｉｎｆｕｌ　ｖｓ．　Ｎｏｎ－Ｐａｉｎｆｕｌ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｓｔｉ
ｍｕｌｉ）」，　プロス　ワン（ＰＬｏＳ　ＯＮＥ），　４巻（１１号），　１－５頁　
（２００９年）
　５．ベセラ，Ｌ．等（Ｂｅｃｅｒｒａ，Ｌ．ｅｔ　ａｌ．）著，「痛み及び触覚刺激の
拡散光トモグラフィ：皮質感覚及び感情系の活性化（Ｄｉｆｆｕｓｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　ｏｆ　Ｐａｉｎ　ａｎｄ　Ｔａｃｔｉｌｅ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉ
ｏｎ：Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｃｏｒｔｉｃａｌ　Ｓｅｎｓｏｒｙ　ａｎｄ　Ｅｍ
ｏｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）」，ニューロイメージ（Ｎｅｕｒｏｉｍａｇｅ），４
１巻（２号），２５２－２５９頁（２００８年）
　６．ボルンホヴト，Ｋ．，Ｍ．　クアンテ等（Ｂｏｒｎｈｏｖｄ，Ｋ．，Ｍ．Ｑｕａｎ
ｔｅ，ｅｔ　ａｌ．）著，「有痛刺激による小脳扁桃、前部前頭葉、島、及び体性感覚皮
質の様々な刺激反応機能の誘起：単一試験ｆＭＲＩ研究（Ｐａｉｎｆｕｌ　ｓｔｉｍｕｌ
ｉ　ｅｖｏｋｅ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｓｔｉｍｕｌｕｓ－ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ａｍｙｇｄａｌａ，ｐｒｅｆｒｏｎｔａｌ，ｉｎｓｕｌａ　
ａｎｄ　ｓｏｍａｔｏｓｅｎｓｏｒｙ　ｃｏｒｔｅｘ：ａ　ｓｉｎｇｌｅ－ｔｒｉａｌ　
ｆＭＲＩ　ｓｔｕｄｙ）」，ブレーン（Ｂｒａｉｎ），１２５巻（６号），１３２６－１
３３６頁（２００２年）
　７．ブレナム，Ｊ．，Ｊ．Ｂ．ダール等（Ｂｒｅｎｎｕｍ，Ｊ．，Ｊ．Ｂ．Ｄａｈｌ，
ｅｔ　ａｌ．）著，「ヒトの硬膜外麻酔及び無痛覚症の定量的感覚試験：痛覚過敏に対す
る外傷前及び外傷後モルヒネの効果（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｓｅｎｓｏｒｙ　ｅｘ
ａｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｐｉｄｕｒａｌ　ａｎａｅｓｔｈｅｓｉａ　ａｎｄ　ａｎ
ａｌｇｅｓｉａ　ｉｎ　ｍａｎ：ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｐｒｅ－　ａｎｄ　ｐｏｓｔ－
ｔｒａｕｍａｔｉｃ　ｍｏｒｐｈｉｎｅ　ｏｎ　ｈｙｐｅｒａｌｇｅｓｉａ）」，ペイン
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（Ｐａｉｎ），５９巻（２号），２６１－２７１頁（１９９４年）
　８．カルバジャル，Ｒ等（Ｃａｒｂａｊａｌ，Ｒ．ｅｔ　ａｌ．）著，「集中治療室に
おける新生児の有痛治療の疫学及び処置（Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｔｒｅａ
ｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｐａｉｎｆｕｌ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ｉｎ　Ｎｅｏｎａｔｅｓ　
ｉｎ　Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ｃａｒｅ　Ｕｎｉｔｓ）」，ＪＡＭＡ，　３００巻（１号）
，６０－７０頁（２００８年）
　９．デ　パスカリス，Ｖ．及びカカーセ，Ｉ．（Ｄｅ　Ｐａｓｃａｌｉｓ，Ｖ．　ａｎ
ｄ　Ｃａｃａｃｅ，Ｉ．）著，「痛み知覚、閉塞性心像、及び相規則化ガンマ発振（Ｐａ
ｉｎ　ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ，ｏｂｓｔｒｕｃｔｉｖｅ　ｉｍａｇｅｒｙ　ａｎｄ　ｐｈ
ａｓｅ－ｏｒｄｅｒｅｄ　ｇａｍｍａ　ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎｓ）」，インターナショ
ナル　ジャーナル　オブ　サイコフィジオロジ（Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｓｙｃｈｏｐｈｙｓｉｏ
ｌｏｇｙ），５６巻（２号），１５７－１６９頁（２００５年）
　１０．フィンケル，Ｊ．Ｃ．，Ｖ．Ｇ．ベッシュ等（Ｆｉｎｋｅｌ，Ｊ．Ｃ．，Ｖ．Ｇ
．Ｂｅｓｃｈ，ｅｔ　ａｌ．）著，「新規な侵害分析により測定されるマウスの現在の音
声化閾値に対する加齢の影響（Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ａｇｉｎｇ　ｏｎ　ｃｕｒｒｅｎ
ｔ　ｖｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　ｉｎ　ｍｉｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅ
ｄ　ｂｙ　ａ　ｎｏｖｅｌ　ｎｏｃｉｃｅｐｔｉｏｎ　ａｓｓａｙ）」，アネススィオロ
ジ（Ａｎｅｓｔｈｅｓｉｏｌｏｇｙ），１０５巻（２号），３６０－３６９頁（２００６
年）
　１１．フィンケル，Ｊ．Ｃ．，Ｃ．Ｉ．ヤン等（Ｆｉｎｋｅｌ，Ｊ．Ｃ．，Ｃ．Ｉ．Ｙ
ａｎｇ，ｅｔ　ａｌ．）著，「４％リポソーム局部リドカインの神経選択的感覚電気診断
評価（Ｎｅｕｒｏ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｓｅｎｓｏｒｙ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｉａｇｎｏ
ｓｔｉｃ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　４％　ｌｉｐｏｓｏｍａｌ　ｔｏｐｉｃａｌ　
ｌｉｄｏｃａｉｎｅ）」，アネススィオロジ　アナルゲシア（Ａｎｅｓｔｈ　Ａｎａｌｇ
），９４巻（５号），１２５９－１２６２頁，目次（２００２年）
　１２．グストルフ，Ｂ．，Ｋ．Ｈ．ホーエラウフ等（Ｇｕｓｔｏｒｆｆ，Ｂ．，Ｋ．Ｈ
．Ｈｏｅｒａｕｆ，ｅｔ　ａｌ．）著，「志願者におけるレミフェンタニル注入中の様々
な定量的感覚試験方法の比較（Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｑｕ
ａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｓｅｎｓｏｒｙ　ｔｅｓｔｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｄｕｒｉｎ
ｇ　ｒｅｍｉｆｅｎｔａｎｉｌ　ｉｎｆｕｓｉｏｎ　ｉｎ　ｖｏｌｕｎｔｅｅｒｓ）」，
ブリティッシュ　ジャーナル　オブ　アネススィオロジ（Ｂｒ　Ｊ　Ａｎａｅｓｔｈ），
９１巻（２号），２０３－２０８頁（２００３年）
　１３．ホシ，Ｙ．及びタムラ，Ｍ．（Ｈｏｓｈｉ，Ｙ．　ａｎｄ　Ｔａｍｕｒａ，Ｍ．
）著，「ヒトの脳活動の動的多チャネル近赤外光学画像（Ｄｙｎａｍｉｃ　ｍｕｌｔｉｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｎｅａｒ－ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｏｆ　
ｈｕｍａｎ　ｂｒａｉｎ　ａｃｔｉｖｉｔｙ）」，アメリカン　フィジオロジカル　ソサ
エティ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ），１８４２
－１８４６頁（１９９３年）
　１４．カリノコフスキ，Ｍ．及びワグナー，Ｈ．（Ｋａｌｉｎｏｗｓｋｉ，Ｍ．　ａｎ
ｄ　Ｗａｇｎｅｒ，Ｈ．）著，「介入的放射線学における鎮静作用及び痛み管理（Ｓｅｄ
ａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｐａｉｎ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｉｎ　ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏ
ｎａｌ　ｒａｄｉｏｌｏｇｙ）」，アジャンクティブ　セラピー（Ａｄｊｕｎｃｔｉｖｅ
　Ｔｈｅｒａｐｙ），１４－１８
　１５．カチムス，Ｊ．Ｊ．（Ｋａｔｉｍｓ，Ｊ．Ｊ．）著，「痛みがある患者の電気診
断機能的感覚評価：神経選択的電流知覚閾値及び痛み耐性閾値の考察（Ｅｌｅｃｔｒｏｄ
ｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｓｅｎｓｏｒｙ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐａｔｉｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｐａｉｎ：Ａ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　ｔｈｅ
　Ｎｅｕｒｏｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ　Ｔｈｒｅｓ
ｈｉｏｌｄ　ａｎｄ　Ｐａｉｎ　Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ　Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）」，ペイン
　ダイジェスト（Ｐａｉｎ　Ｄｉｇｅｓｔ），８巻，２１９－２３０頁（１９９８年）
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　１６．カチムス，Ｊ．Ｊ．（Ｋａｔｉｍｓ，Ｊ．Ｊ．）著，「神経選択的電流知覚閾値
の定量的感覚試験（Ｎｅｕｒｏ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｐｅｒｃｅｐｔ
ｉｏｎ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｓｅｎｓｏｒｙ　ｔｅｓｔ）
」，マッスル　ナーブ（Ｍｕｓｃｌｅ　Ｎｅｒｖｅ），２０巻（１１号），１４６８－１
４６９頁（１９９７年）
　１７．カチムス，Ｊ．Ｊ．，Ｄ．Ｍ．Ｌｏｎｇ等（Ｋａｔｉｍｓ，Ｊ．Ｊ．，Ｄ．Ｍ．
Ｌｏｎｇ，ｅｔ　ａｌ．）著，「経皮神経刺激：ヒトにおける周波数及び波形の特異性（
Ｔｒａｎｓｃｕｔａｎｅｏｕｓ　ｎｅｒｖｅ　ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ：Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　ａｎｄ　ｗａｖｅｆｏｒｍ　ｓｐｅｃｉｆｉｃｉｔｙ　ｉｎ　ｈｕｍａｎｓ）」，
アプライド　ニューロ　フィジオロジ（Ａｐｐｌ　Ｎｅｕｒｏｐｈｙｓｉｏｌ），４９巻
（１－２号），８６－９１頁（１９８６年）
　１８．キソ，Ｔ．，Ｙ．ナガクラ等（Ｋｉｓｏ，Ｔ．，Ｙ．Ｎａｇａｋｕｒａ，ｅｔ　
ａｌ．）著，「ラットにおける電流刺激閾値のニューロメータ測定（Ｎｅｕｒｏｍｅｔｅ
ｒ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｓｔｉｍｕｌｕｓ　ｔｈｒｅｓｈ
ｏｌｄ　ｉｎ　ｒａｔｓ」，ジャーナル　オブ　ファーマコロジ　アンド　エクスペリメ
ンタル　セラピューティックス（Ｊ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｅｘｐ　Ｔｈｅｒ），２９７
巻（１号），３５２－３５６頁（２００１年）
　１９．コガ，Ｋ．，Ｈ．フルエ等（Ｋｏｇａ，Ｋ．，Ｈ．Ｆｕｒｕｅ，ｅｔ　ａｌ．）
著，「正弦波電気刺激で評価される一次求心性線維の選択的活性化（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ
　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｒｉｍａｒｙ　ａｆｆｅｒｅｎｔ　ｆｉｂｅｒｓ　ｅ
ｖａｌｕａｔｅｄ　ｂｙ　ｓｉｎｅ－ｗａｖｅ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｓｔｉｍｕｌａ
ｔｉｏｎ）」，モル　ペイン（Ｍｏｌ　Ｐａｉｎ），１巻（１号），１３（２００５年）
　２０．リウ，Ｓ．，Ｄ．Ｊ．コパチ等（Ｌｉｕ，Ｓ．，Ｄ．Ｊ．Ｋｏｐａｃｚ，ｅｔ　
ａｌ．）著，「リドカイン脊椎麻酔後の選択的感覚神経遮断の定量的評価（Ｑｕａｎｔｉ
ｔａｔｉｖｅ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｓｅｎｓｏｒ
ｙ　ｎｅｒｖｅ　ｂｌｏｃｋ　ａｆｔｅｒ　ｌｉｄｏｃａｉｎｅ　ｓｐｉｎａｌ　ａｎｅ
ｓｔｈｅｓｉａ）」，アネススィオロジ（Ａｎｅｓｔｈｅｓｉｏｌｏｇｙ），８２巻（１
号），６０－６３頁（１９９５年）
　２１．リウ，Ｓ．Ｓ．，Ｊ．Ｃ．ゲランチャ等（Ｌｉｕ，Ｓ．Ｓ．，Ｊ．Ｃ．Ｇｅｒａ
ｎｃｈｅｒ，ｅｔ　ａｌ．）著，「ヒト志願者における知覚及び痛みに対する様々な周波
数の電気刺激の効果：フェンタニルの硬膜外投与及び静脈内投与（Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔ
ｓ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ａｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ
　ｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓ　ｏｎ　ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｐａｉｎ　ｉｎ　ｈ
ｕｍａｎ　ｖｏｌｕｎｔｅｅｒｓ：ｅｐｉｄｕｒａｌ　ｖｅｒｓｕｓ　ｉｎｔｒａｖｅｎ
ｏｕｓ　ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｆｅｎｔａｎｙｌ）」，アネススィオロ
ジ　アナルゲシア（Ａｎｅｓｔｈ　Ａｎａｌｇ），８２巻（１号），９８－１０２頁（１
９９６年）
　２２．ロッチュ，Ｊ．　ａｎｄ　Ｍ．Ｓ．アングスト（Ｌｏｔｓｃｈ，Ｊ．　ａｎｄ　
Ｍ．Ｓ．　Ａｎｇｓｔ）著，「様々な効力の鈍い断続的な刺激によって誘起される痛覚過
敏の、μ－オピオイド作用薬レミフェンタニルによる低減：ヒトにおける凍結損傷の薬理
学的評価（Ｔｈｅ　μ－ｏｐｉｏｉｄ　ａｇｏｎｉｓｔ　ｒｅｍｉｆｅｎｔａｎｉｌ　ａ
ｔｔｅｎｕａｔｅｓ　ｈｙｐｅｒａｌｇｅｓｉａ　ｅｖｏｋｅｄ　ｂｙ　ｂｌｕｎｔ　ａ
ｎｄ　ｐｕｎｃｔｕａｔｅｄ　ｓｔｉｍｕｌｉ　ｗｉｔｈ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｐｏｔ
ｅｎｃｙ：　ａ　ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　ｆｒｅｅｚｅ　ｌｅｓｉｏｎ　ｉｎ　ｈｕｍａｎｓ）」，ペイン（Ｐａｉｎ），１０
２巻（１－２号），１５１－１６１頁（２００３年）
　２３．ルギンブール，Ｍ．，Ｔ．Ｗ．シュナイダー等（Ｌｕｇｉｎｂｕｈｌ，Ｍ．，Ｔ
．Ｗ．Ｓｃｈｎｉｄｅｒ，ｅｔ　ａｌ．）著，「アルフェンタニルの鎮痛効果を測定する
５つの実験的痛み検査の比較（Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｆｉｖｅ　ｅｘｐｅｒｉｍ
ｅｎｔａｌ　ｐａｉｎ　ｔｅｓｔｓ　ｔｏ　ｍｅａｓｕｒｅ　ａｎａｌｇｅｓｉｃ　ｅｆ
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ｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ａｌｆｅｎｔａｎｉｌ）」，アネススィオロジ（Ａｎｅｓｔｈｅｓｉ
ｏｌｏｇｙ），９５巻（１号），２２－２９頁　（２００１年）
　２４．マクレオン，デビッド　Ｂ．（ＭａｃＬｅｏｎ，Ｄａｖｉｄ　Ｂ．）著，「脳セ
ンサを有する非侵襲性局部酸素濃度計の較正及び妥当性検査（Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　
ａｎｄ　Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｎｏｎｉｎ　Ｎｏｎ－ｉｎｖａｓｉｖｅ
　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｏｘｉｍｅｔｅｒ　ｗｉｔｈ　Ｃｅｒｅｂｒａｌ　Ｓｅｎｓｏｒ）
」，プレスリリース（ｗｗｗ．ｎｏｎｉｎ．ｃｏｍ）
　２５．マリツェヴァ，Ｉ．等（Ｍａｌｔｓｅｖａ，Ｉ．，ｅｔ　ａｌ．）著，「動的メ
モリ動作のインジケータとしてのアルファ発振－省略された刺激の予想（Ａｌｐｈａ　ｏ
ｓｃｉｌｌａｔｉｏｎｓ　ａｓ　ａｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｏｆ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｍ
ｅｍｏｒｙ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　－　ａｎｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｏｍｉｔｔ
ｅｄ　ｓｔｉｍｕｌｉ」，インターナショナル　ジャーナル　オブ　サイコフィジオロジ
（Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｓｙｃｈｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ），３６巻（３号），１８５－１９７
頁，（２０００年）
　２６．マクガヴァン，Ｊ．Ｃ．及びＳ．Ｋ．ウォーレス（ＭｃＧｏｗａｎ，Ｊ．Ｃ．　
ａｎｄ　Ｓ．Ｋ．Ｗａｌｌａｃｅ）著，「近赤外分光法及び血液酸素化レベル依存機能的
活性化研究の組み合わせのシナジー（Ｓｙｎｅｒｇｙ　ｏｆ　ａ　Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　Ｎ
ｅａｒ－Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ａｎｄ　Ｂｌｏｏｄ　Ｏｘｙｇ
ｅｎａｔｉｏｎ　Ｌｅｖｅｌ－Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ　Ｓｔｕｄｙ）」，アメリカン　ジャーナル　オブ　ニューロラジオロジ（Ａ
ｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎｅｕｒｏｒａｄｉｏｌｏｇｙ），１１２７－
１１２８頁（２００４年８月２５日）
　２７．オダ，Ｍ．，Ｎ．キタガワ等（Ｏｄａ，Ｍ．，Ｎ．Ｋｉｔａｇａｗａ，ｅｔ　ａ
ｌ．）著，「（ラットにおける髄腔内リドカインによって遮断可能な用量依存神経の定量
的且つ線維選択的評価（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｆｉｂｅｒ－ｓｅｌｅｃｔ
ｉｖｅ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｏｓｅ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｎｅｒｖｅ　ｂ
ｌｏｃｋａｄｅ　ｂｙ　ｉｎｔｒａｔｈｅｃａｌ　ｌｉｄｏｃａｉｎｅ　ｉｎ　ｒａｔｓ
）」，ジャーナル　オブ　ファーマコロジ　アンド　エクスペリメンタル　セラピューテ
ィックス（Ｊ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｅｘｐ　Ｔｈｅｒ），３１２巻（３号），１１３２
－１１３７頁（２００５年）
　２８．オーウェン－リース，Ｈ．，Ｍ．スミス等（Ｏｗｅｎ－Ｒｅｅｃｅ，Ｈ．，Ｍ．
Ｓｍｉｔｈ，ｅｔ　ａｌ．）著，「近赤外分光法（Ｎｅａｒ　ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｓｐｅ
ｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）」，ブリティッシュ　ジャーナル　オブ　アネススィオロジ（Ｂｒ
　Ｊ　Ａｎａｅｓｔｈ），８２巻（３号），４１８－４２６頁（１９９９年）
　２９．ペデルセン，Ｊ．Ｌ．及びＨ．ケレット（Ｐｅｄｅｒｓｅｎ，Ｊ．Ｌ．　ａｎｄ
　Ｈ．Ｋｅｈｌｅｔ）著，「ヒトにおける火傷後の熱刺激に対する二次痛覚過敏（Ｓｅｃ
ｏｎｄａｒｙ　ｈｙｐｅｒａｌｇｅｓｉａ　ｔｏ　ｈｅａｔ　ｓｔｉｍｕｌｉ　ａｆｔｅ
ｒ　ｂｕｒｎ　ｉｎｊｕｒｙ　ｉｎ　ｍａｎ）」，ペイン（Ｐａｉｎ），７６巻（３号）
，３７７－３８４頁（１９９８年）
　３０．ポスナー，Ｊ．，Ａ．テレケシュ等（Ｐｏｓｎｅｒ，Ｊ．，Ａ．Ｔｅｌｅｋｅｓ
，ｅｔ　ａｌ．）著，「低温誘導性痛みに対するアヘン剤の効果、及び健康な志願者にお
けるＣＮＳ（Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ａｎ　ｏｐｉａｔｅ　ｏｎ　ｃｏｌｄ－ｉｎｄｕｃ
ｅｄ　ｐａｉｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ＣＮＳ　ｉｎ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ
ｓ）」，ペイン（Ｐａｉｎ），２３巻（１号），７３－８２頁　（１９８５年）
　３１．スレーター，Ｒ．，Ｓ．ボイド等（Ｓｌａｔｅｒ，Ｒ．，Ｓ．Ｂｏｙｄ，ｅｔ　
ａｌ．）著，「乳幼児の脳における皮質痛み反応（Ｃｏｒｔｉｃａｌ　ｐａｉｎ　ｒｅｓ
ｐｏｎｓｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｉｎｆａｎｔ　ｂｒａｉｎ）」，ペイン（Ｐａｉｎ），１
２３巻（３号），３３２頁；オーサー　リプライ（Ａｕｔｈｏｒ　Ｒｅｐｌｙ）３３２－
３３４頁（２００６年）
　３２．スレーター，Ｒ．，Ａ．カンタレラ等（Ｓｌａｔｅｒ，Ｒ．，Ａ．Ｃａｎｔａｒ
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ｅｌｌａ，ｅｔ　ａｌ．）著，「ヒト乳幼児における皮質痛み反応（Ｃｏｒｔｉｃａｌ　
ｐａｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｉｎ　ｈｕｍａｎ　ｉｎｆａｎｔｓ）」，ジャーナル　
オブ　ニューロサイエンス（Ｊ　Ｎｅｕｒｏｓｃｉ），２６巻（１４号），３６６２－３
６６６頁（２００６年）
　３３．スレーター，Ｒ．，Ｍ．フィッツジェラルド等（Ｓｌａｔｅｒ，Ｒ．，Ｍ．Ｆｉ
ｔｚｇｅｒａｌｄ，ｅｔ　ａｌ．）著，「有害刺激後の皮質反応は新生児の痛み処理に関
する情報を提供するか？（Ｃａｎ　ｃｏｒｔｉｃａｌ　ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｆｏｌｌｏ
ｗｉｎｇ　ｎｏｘｉｏｕｓ　ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍ　ｕｓ　ａｂｏｕｔ
　ｐａｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｉｎ　ｎｅｏｎａｔｅｓ？）」，セミナー　オブ　
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【０１１１】
Ｇ．要約
　本発明は、特定の感覚痛み線維経路の生理学的完全性を評価する神経選択的刺激装置５
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０２と、半有害刺激及び有害刺激の両方に対する脳の反応を検出する皮質活動モニタ５０
４とを統合する。本発明では、これらのコンポーネントを統合する為に中央マイクロプロ
セッサ９００を用いる。中央マイクロプロセッサ９００は、刺激の印加と、その刺激に対
する患者の反応の評価とを自動化する。神経選択的刺激装置５０２は、特定の感覚神経線
維によって感知可能な特定の周波数及び強度のセットで、強度が漸増する電気刺激（即ち
、神経特異的電気刺激）を印加する。皮質活動モニタ５０４は、ＮＩＲＳ及び／又はＥＥ
Ｇを用いて、患者の脳の様々な皮質領域（限定ではなく例として、一次体性感覚皮質、後
頭皮質、背外側前頭前皮質など）における血行力学的変化及び／又は神経生理学的変化を
サンプリングして、半有害刺激及び有害刺激の両方に対する反応を定量化する。これらの
刺激は、神経選択的刺激装置５０２により自動的に印加してよく、或いは、臨床ケア（例
えば、静脈穿刺、術後痛み、気管内チューブ吸引、包帯交換など）の実施中に手動で印加
してもよい。そして、この反応信号を処理して、ＳＤＴ及び／又は痛みスコアを生成する
。
【０１１２】
　脳の様々な皮質領域にＮＩＲＳプローブ及び／又はＥＥＧ電極１１００を配置すること
により、様々な刺激に対する、感覚的な（例えば、体性感覚皮質の）特異反応、視覚的な
（例えば、後頭皮質の）特異反応、及び感情的な（例えば、背外側前頭前皮質の）特異反
応を認識及び特定することが可能になる。脳の様々な領域からＮＩＲＳ及び／又はＥＥＧ
反応の測定値を取得することにより、有害刺激に対するヒトの反応の要素（例えば、痛み
の侵害的要素と感情的要素）が区別され、そのような反応に対するベースライン及び／又
は対照標準の測定値が得られる。これらの信号の処理は、最終的には次のことの為に行わ
れる。（１）痛みと、有害及び半有害の刺激に対する反応とを客観的に定量化する。（２
）そのような刺激及び他の臨床的に関連する刺激に対する反応としてのＳＤＴ及び／又は
痛みスコアを決定する。（３）痛み治療を目的とした鎮痛薬及び他の介入の効果をモニタ
リングする。（４）鎮痛薬及び他の介入に対する耐性の発現を特定する。（５）痛みの診
断的特性化を行う。これらは全て、患者における痛みの総合的管理の指針になる。結論と
しての痛覚計５００は、グラフィカルユーザインタフェース５０８及びディスプレイ装置
１００６を備えたコンパクトな造りであって、各種の臨床環境に組み込むことが容易であ
り、他の診断モダリティと組み合わせて、又は他の診断モダリティの補助として用いるこ
とが可能である。
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