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(57)【要約】
　本発明は、理学療法的修正及び睡眠療法の方法、なら
びにその実施のためのシステムに関する。本発明では、
使用の範囲の拡大を可能にする簡素かつ使いやすいシス
テムを作製することによって、技術的手段の有利性を拡
大する。本発明による方法は、１～４０Ｈｚの範囲で調
整可能な繰り返し周波数を有するパルスを生成できるよ
うに設計されたパルス発生器（１）と；パルス発生器に
接続されている磁場形成器（２）と；生成されたパルス
の繰り返し周波数を調節することを目的としたフィード
バック手段（４）と、を含む、システムを使用して実施
される。フィードバック手段は、ヒトが眠りに付く前に
、生成されたパルスの繰り返し周波数に対して、必要な
補正モードを設定すること、または脈拍計、加速度計も
しくは呼吸数計のデータに基づいて、生成されたパルス
の繰り返し周波数を補正することを目的としたアプリケ
ーションを有するスマートフォンに基づいて設計するこ
とができる。フィードバック手段は、ヒトの上またはヒ
トの近くに配置され得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトの睡眠の理学療法的修正及び治療の方法であって、
－１～４０Ｈｚの範囲の設定可能な繰り返し周波数を有するパルスを生成するステップと
；
－生成された前記パルスを、前記ヒトに対して５０～２００ｃｍの距離に配置された磁場
形成器に送達するステップと；
－前記ヒトからのフィードバックに基づいて前記パルスの周波数を調整するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記パルスが、長方形の形状を有するように生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　磁場が、最大２０μＴの強度を有するように生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　磁場が、３つの直交する平面に配置された３つのインダクタコイルによって形成され、
そのうちの１つは、前記ヒトのベッドの平面に平行である、請求項１または３に記載の方
法。
【請求項５】
　前記フィードバックが、調査を通じてモバイルアプリケーションを介して実施される、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記フィードバックが、心拍数モニター、加速度計、呼吸数計の手段のうちの少なくと
も１つを使用して、モバイルアプリケーションを介して実施され、前記手段が、前記ヒト
の上または近くに配置される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ヒトの睡眠の理学療法的修正及び治療のシステムであって、
－１～４０Ｈｚの範囲の構成可能な繰り返し周波数を有するパルスを生成するように適合
されたパルス発生器と；
－前記パルス発生器に接続されている磁場形成器と；
－生成された前記パルスの前記繰り返し周波数を調整するように設計されたフィードバッ
ク手段と、を含む、システム。
【請求項８】
　前記パルス発生器が、長方形のパルスを生成するように構成される、請求項７に記載の
システム。
【請求項９】
　前記磁場形成器が、最大２０μＴの強度を有する磁場を生成するように構成される、請
求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記磁場形成器が、３つの直交する平面に配置された３つのインダクタコイルに基づい
て実装され、そのうちの１つは、前記ヒトのベッドの前記平面に平行である、請求項７ま
たは９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記フィードバック手段が、前記ヒトの次の睡眠中に、生成された前記パルスの必要な
繰り返し周波数補正モードを設定するように設計されたソフトウェアアプリケーションを
備えたスマートフォンに基づく、請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記フィードバック手段が、心拍数モニター、加速度計、呼吸数計の手段のうちの少な
くとも１つのデータに基づいて、生成された前記パルスの前記繰り返し周波数を補正する
ためのソフトウェアアプリケーションを備えたスマートフォンに基づき、前記手段が、前
記ヒトの上または近くに配置される、請求項７に記載のシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、睡眠の理学療法的修正及び治療の方法、ならびにその実施のためのシステム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヒトの睡眠を正常化するための様々なデバイスが存在する。
【０００３】
　したがって、ロシア国特許出願公開第２１７０１０９号明細書（２００１年７月１０日
公開）には、パルス低周波準定常静電界を使用する睡眠障害を消失させるためのデバイス
について記載している。このデバイスは、ヒトの身体にいくつかの電極を配置する必要が
あり、睡眠者が頻繁に回転するため、非常に不便である。
【０００４】
　米国特許第８５１７９０９号明細書（２０１３年８月２７日公開）では、睡眠を改善し
、疼痛を軽減し、自然治療を促進するためのデバイス及び方法について記載している。こ
の解決策では、寝台に横たわっている患者または肘掛け椅子に座っている患者の複数の同
時超低周波機械的振動波が形成される。この方法は、病院または診療所でのみ使用できる
。
【０００５】
　ロシア国特許出願公開第９４００３４６３号明細書（１９９６年７月２７日に公開）に
は、疼痛効果の場合に（すなわち、疼痛緩和のために）理学療法の支援を提供することを
目的とした、理学療法学的影響のためのデバイスについて記載している。回転式永久磁石
によって衝撃が付与されるため、睡眠療法に使用することはできない。
【０００６】
　米国特許第５４４１５２８号明細書（１９９５年８月１５日に公開）では、０．１Ｈｚ
～１０ｋＨｚの範囲の低周波数によって変調された周波数１ＧＨｚの高周波電磁界によっ
て低エネルギー放出療法を適用するための方法及びシステムについて開示している。
【０００７】
　本発明の最も近い類似物は、米国特許第８８０８１５９号明細書（２０１４年８月１９
日に公開）である。この明細書では、身体内の局所的及び高レベルの自動調節メカニズム
を刺激するためのデバイスについて記載しており、これは、周波数が８～１５Ｈｚ、強度
が３０～１５０μＴの磁場パルスによって影響を受ける。このような磁界強度は、ロシア
連邦の衛生的な安全基準を超過している。さらに、この明細書には、特許取得済みのデバ
イス自体の詳細な説明は含まれていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】ロシア国特許出願公開第２１７０１０９号明細書
【特許文献２】米国特許第８５１７９０９号明細書
【特許文献３】ロシア国特許出願公開第９４００３４６３号明細書
【特許文献４】米国特許第５４４１５２８号明細書
【特許文献５】米国特許第８８０８１５９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、最も近い類似物の不利な点を克服する問題を解決し、技術的手段の範囲を拡
大するという形態で、確実に技術的結果を達成するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明の第１の目的では、ヒトの睡眠の理学療法的修正及び治療の方法が主張されてい
る。本方法は、１～４０Ｈｚの範囲の設定可能な繰り返し周波数を有するパルスを生成す
るステップと；生成されたパルスを、ヒトに対して５０～２００ｃｍの距離に配置された
磁場形成器に送達するステップと；ヒトからのフィードバックに基づいてパルスの周波数
を調整するステップと、を含む。
【００１１】
　本発明の第１の目的による方法の特徴は、パルスが長方形の形状で生成できることであ
る。
【００１２】
　本発明の第１の目的による方法の別の特徴は、最大２０μＴの強度を有する磁場を生成
できることである。
【００１３】
　本発明の第１の目的による方法の別の特徴は、３つの直交する平面に配置された３つの
インダクタコイルを使用することによって磁場を形成できることであり、そのうちの１つ
はヒトのベッドの平面に平行である。
【００１４】
　本発明の第１の目的による方法の別の特徴は、フィードバックが、調査を通じてモバイ
ルアプリケーションを介して実施され得ることである。
【００１５】
　最後に、本発明の第１の目的による方法の別の特徴は、心拍数モニター、加速度計、呼
吸数計の手段のうちの少なくとも１つを使用して、モバイルアプリケーションを介してフ
ィードバックを実施できることにある。ここで、手段は、ヒトの上または近くに配置され
る。
【００１６】
　本発明の第２の目的では、ヒトの睡眠の理学療法的修正及び治療のためのシステムを主
張する。このシステムは、１～４０Ｈｚの範囲の構成可能な繰り返し周波数を有するパル
スを生成するように適合されたパルス発生器と；パルス発生器に接続されている磁場形成
器と；生成されたパルスの繰り返し周波数を調整するように設計されたフィードバック手
段と、を含む。
【００１７】
　本発明の第２の目的によるシステムの特徴は、パルス発生器が、長方形のパルスを生成
するように構成され得ることである。
【００１８】
　本発明の第２の目的によるシステムの別の特徴は、磁場形成器が、最大２０μＴの強度
を有する磁場を生成するように構成され得ることである。
【００１９】
　本発明の第２の目的によるシステムの別の特徴は、磁場形成器が、３つの直交面に配置
された３つのインダクタコイルに基づくことができ、そのうちの１つがヒトのベッドの平
面に平行であることである。
【００２０】
　本発明の第２の目的によるシステムの別の特徴は、フィードバック手段が、次のヒトの
睡眠中に、生成されるパルスの所望の繰り返し周波数補正モードを設定するように設計さ
れたソフトウェアアプリケーションを備えたスマートフォンに基づいて実行できることで
ある。
【００２１】
　最後に、本発明の第２の目的によるシステムの別の特徴は、フィードバック手段が、心
拍数モニター、加速度計、呼吸数計の手段のうちの少なくとも１つのデータに基づいて、
生成されたパルスの繰り返し周波数を補正するためのソフトウェアアプリケーションを備
えたスマートフォンに基づいて実装できるということにある。ここで、手段は、ヒトの上
または近くに配置される。
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【００２２】
本発明は、添付の図に示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明によるシステムのスキームを示す図である。
【図２】図１によるシステムによって生成された信号を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の第１の目的による方法は、本発明の第２の目的によるシステムを使用して実施
することができ、そのスキームを図１に示す。
【００２５】
　睡眠の理学療法的修正及び治療のシステムは、１～４０Ｈｚの範囲の構成可能な繰り返
し周波数を有するパルスを生成するように構成されたパルス発生器１と、パルス発生器１
に接続された磁場発生器２と、を含む。任意の好適なデバイスをパルス発生器１として使
用することができ、これは当業者において公知である。好ましくは、パルス発生器１は、
長方形のパルスを生成する（図２ａ）。
【００２６】
　磁場形成器２は、睡眠の理学療法的修正または治療を必要とするヒトのベッド３の平面
に平行である、平面に配置された誘導コイルの形態で作製できる。しかし、磁場形成器３
は、好ましくは、３つの直交する平面に配置された３つのインダクタコイルに基づいて作
製され、そのうちの１つは、ヒトのベッド３の平面に平行である。例えば、これらの３つ
のインダクタコイルは、立方体の３つの隣接する側面に配置できる。
【００２７】
　磁場の形成器３は、最大２０μＴの強度を有する磁場を生成するように構成され、これ
は、ロシア連邦の許容される衛生安全基準を超過していない。ヒトがいるベッド３の区域
では、磁場の強度は３０μＴを超過していない。パルス発生器１が上記の好ましい実施形
態で実施される場合、磁場Ｂは、電流パルスのエッジに対応する瞬間にのみ発生すること
に留意されたい（図２ｂ）。
【００２８】
　これらの構成要素に加えて、本発明のシステムは、パルス発生器１からのパルス繰り返
し周波数を調整するためのフィードバック手段４を含む。フィードバック手段４の実装は
、異なり得る。
【００２９】
　例えば、このフィードバック手段４では、ヒトの次の睡眠中に、生成されたパルスの必
要な繰り返し周波数補正モードを設定するように設計されたソフトウェアアプリケーショ
ンを備えたスマートフォンに基づくことができる。この場合、フィードバックは、調査を
介して実施できる。対応するソフトウェアアプリケーションは、ｉＯＳ及びＡｎｄｒｏｉ
ｄプラットフォームのスマートフォンまたはタブレットにインストールできる。調査は、
睡眠及び夢の質に関する改訂標準質問票の形式で行われる。すなわち、起床後、使用者は
、いくつかの管理質問に回答することが求められる。これらの質問に回答することにより
、アプリケーションは、本発明のシステムの影響の有効性の程度を「理解」することにな
る。統計が蓄積されることにより、このソフトウェアアプリケーションは、この特定の使
用者の必要性を「認識」することになる。
【００３０】
　デバイスのより高度なバージョンでは、より「厳格な」睡眠品質管理ツールを使用でき
るようになる。これは、心拍数モニター、加速度計、呼吸数計のうちの少なくとも１つの
データに基づいて、生成されたパルスの繰り返し周波数を補正するためのソフトウェアア
プリケーションを備えたスマートフォンに基づくフィードバック手段４を実装することに
よって達成することができる。この手段は、ヒトの上（例えば、ヒトの手の上）またはヒ
トの近くに配置できる。
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【００３１】
　本発明の第１の目的による方法を実施するための本発明の第２の目的によるシステムの
動作は明らかである。磁場形成器２は、睡眠の修正または治療を必要とするヒトのベッド
３の近くに設置される。パルス発生器１は、１～４０Ｈｚの範囲の構成可能な繰り返し周
波数を有するパルスを生成する。これらのパルスは、ヒトから５０～２００ｃｍの距離に
配置された磁場形成器２に供給される。生成されるパルスの周波数は、フィードバック手
段４からのフィードバックに基づいて調整される。
【００３２】
　本発明は、身体組織に自由に浸透する超低周波の弱い電磁界（ＥＭＦ　ＵＬＦ）への非
接触遠隔曝露に基づいている。これらの電磁界は、地球の大気及び太陽の相互作用に関連
する自然環境因子の中で特別な位置を保持している。他のより高周波の電磁界とは異なり
、ＥＭＦ　ＵＬＦ範囲の注目すべき特徴は、ヒト及び動物の臓器及び組織の生体電位の周
波数特性との一致であり、これは、ＥＭＦ　ＵＬＦと生物との「共鳴」相互作用の可能性
をもたらす。
【００３３】
　フィードバックは、好ましくは、いわゆる睡眠トラッカー（例えば、脈拍計＋モーショ
ンセンサー）を使用して実施される。他の場合には、ノイズアナライザー、眼球運動セン
サー、脳波記録計を使用することができる。様々な睡眠トラッカーが大量に販売されてお
り、それらの特定の実装は、本発明の特許請求の範囲に含まれていない。
【００３４】
　睡眠トラッカーからのデータは、睡眠者の測定されたパラメータに従ってパルス発生器
１の動作モードを制御するモバイルアプリケーションに供給される。このモバイルアプリ
ケーションは、睡眠の段階のダイナミクス、曝露のダイナミクス、ならびに局所及び全身
統計を示す。このアプリケーションは、ターゲットスケジューラである「スマート目覚ま
し時計」の機能に対応できる（例えば、スリープモードの開発用）。モバイルアプリケー
ションは、睡眠の質に関するデータをリモートサーバと同期できる。ここでは、使用者は
、ＷＥＢインターフェース、及びパーソナルスリープマネージャにアクセスでき、パーソ
ナルスリープマネージャは、使用者の睡眠の質データを提示するＷＥＢインターフェース
システムでの使用者の個人アカウントである。統計及び目標に基づいて、パーソナルマネ
ージャは、パルス発生器１の個別化させた曝露モードを作成できる（例えば、使用者がよ
り浅く深く眠ることを希望する場合、または逆に、明るい夢を多く見て、朝、容易に起床
することを希望する場合；使用者がスリープモード、入眠時間及び起床時間などを変更す
ることを希望する場合）。パーソナルマネージャの別の機能は、パーソナルエキスパート
とのコミュニケーションであり（ＷＥＢインターフェースでのサブスクリプション料金に
応じる）、パーソナルエキスパートは、パーソナル使用者統計にアクセスし、睡眠を正常
化するためのより複雑なパーソナルタスクを解決する。
【００３５】
　パルス発生器１及び磁場形成器２はサイズが小さいため、本発明のシステムは可搬式で
あり、独立した電源により使用できる（例えば、飛行機内など）ことに留意されたい。
【００３６】
　したがって、本発明は、使用範囲を拡大できる簡素で使いやすいシステムを作製するこ
とによって、技術的手段の範囲を拡大する。
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