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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頸部と喉頭と迷走神経とを有する身体に神経性刺激を適用するための神経性刺激システ
ムであって、該システムは、
　喉頭部活動を示す信号を感知するように構成されている活動センサと、
　該活動センサに通信可能に結合されている神経性刺激分析器と
　を備え、
　該神経性刺激分析器は、
　　該喉頭部活動を示す信号を受信する喉頭部活動入力と、
　　該神経性刺激の該迷走神経への送達を示す信号を受信する神経性刺激入力と、
　　該喉頭部活動入力および該神経性刺激入力に結合されている処理回路であって、該処
理回路は、該喉頭部活動を示す信号を使用して該神経性刺激システムを分析するために、
該喉頭部活動を示す信号を処理するように構成されている、処理回路と
　を含み、
　該喉頭部活動は、該神経性刺激の該迷走神経への送達に関連付けられた大きさおよび周
波数での該喉頭の振動を含む、神経性刺激システム。
【請求項２】
　前記活動センサは、前記喉頭部活動を示す信号である加速度信号を感知するように構成
されている加速度計を備える、請求項１に記載の神経性刺激システム。
【請求項３】



(2) JP 5215309 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

　前記喉頭にわたって前記頸部上に前記活動センサを保持するように構成されている頸部
支持構造を含む喉頭部活動センサアセンブリを備える、請求項１～請求項２のうちのいず
れか１項に記載の神経性刺激システム。
【請求項４】
　前記頸部の大部分を包み込むように構成されている頸部装具を含む喉頭部活動センサア
センブリを備える、請求項１および請求項２のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激シ
ステム。
【請求項５】
　前記頸部装具は、前記頸部の前方部分にわたる大きな間隙によって分離される２つの端
を備え、
　前記喉頭部活動センサアセンブリは、
　該頸部装具の２つの端のうちの一方にそれぞれが取り付けられる複数のブラケットと、
　該複数のブラケットおよび該活動センサに結合されている１つ以上のストラップであっ
て、前記喉頭にわたって該頸部上に該活動センサを押圧するように構成されている１つ以
上のストラップと
　をさらに備える、請求項４に記載の神経性刺激システム。
【請求項６】
　前記１つ以上のストラップは、頭側／尾側方向への前記活動センサの位置の調整を可能
にする態様で前記複数のブラケットに結合されている、請求項５に記載の神経性刺激シス
テム。
【請求項７】
　前記活動センサは、センサ基部を備え、該センサ基部は、前記頸部に適合するように湾
曲した表面を含む、請求項５および請求項６のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激シ
ステム。
【請求項８】
　前記喉頭部活動および前記神経性刺激の送達のインジケータを提示するように構成され
ている提示装置をさらに備え、
　該提示装置は、
　該喉頭部活動を示す可聴音を生成するように構成されているスピーカと、
　該喉頭部活動を示す信号と該神経性刺激を示す信号とを表示する画面と、
　１つ以上の発光ダイオードであって、該喉頭部活動を示す信号の振幅が閾値を超えると
該１つ以上の発光ダイオードのそれぞれがオンになる、１つ以上の発光ダイオードと、
　該喉頭部活動の大きさを示すゲージと
　のうちの１つ以上を備える、請求項１から請求項７のうちのいずれか１項に記載の神経
性刺激システム。
【請求項９】
　前記神経性刺激分析器は、少なくとも１つの刺激閾値を自動的に測定するように構成さ
れている刺激閾値分析器を備え、該刺激閾値は、前記迷走神経における神経応答を誘出す
るために前記神経性刺激パルスに対して必要とされる最小刺激強度である、請求項８に記
載の神経性刺激システム。
【請求項１０】
　前記刺激閾値分析器は、比較器を備え、該比較器は、前記喉頭部活動を示す信号の振幅
を受信する第１の入力と、神経捕獲閾値を受信する第２の入力と、該喉頭部活動を示す信
号の振幅が該神経捕獲閾値を超えるときに、神経捕獲を示す出力とを含む、請求項９に記
載の神経性刺激システム。
【請求項１１】
　前記刺激閾値分析器は、刺激強度制御器を備え、該刺激強度制御器は、前記神経捕獲が
示されるかまたは所定の最大刺激強度に達するまで、初期強度から刺激強度を増加させる
ように構成されている、請求項１０に記載の神経性刺激システム。
【請求項１２】
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　前記刺激強度制御器は、前記神経捕獲が示された後に、該神経捕獲が示されなくなるま
で、前記刺激強度を減少させるようにさらに構成されている、請求項１１に記載の神経性
刺激システム。
【請求項１３】
　経静脈リードをさらに備え、
　該経静脈リードは、
　神経性刺激回路に結合されている近位端と、
　複数の刺激電極のうちの少なくとも１つを含む遠位端と、
　該近位端と該遠位端との間に結合されている細長い本体と
　を含み、
　前記神経性刺激分析器は、リード状態分析器を備え、該リード状態分析器は、刺激閾値
の測定と測定との間に、該リードの遠位端に含まれる該複数の刺激電極のうちの少なくと
も１つと関連する少なくとも１つの刺激閾値の変化に基づいて、リード抜去または破損の
警告を生成させるように構成されている、請求項９から請求項１２のうちのいずれか１項
に記載の神経性刺激システム。
【請求項１４】
　前記神経性刺激分析器は、神経損傷分析器を備え、該神経損傷分析器は、時間に対する
前記少なくとも１つの刺激閾値の変化と、時間に対する前記喉頭部活動を示す信号の振幅
の変化と、時間に対する神経伝導速度の変化とのうちの１つ以上をモニタリングすること
によって、神経損傷を検出するように構成されている、請求項１３に記載の神経性刺激シ
ステム。
【請求項１５】
　神経性刺激回路を含む埋込型医療機器であって、該神経性刺激回路は、該神経性刺激を
前記迷走神経に送達するように構成されている、埋込型医療機器と、
　遠隔測定を介して該埋込型医療機器に通信可能に結合されている外部システムであって
、該外部システムは、前記神経性刺激分析器を含む、外部システムと
　をさらに備える、請求項９から請求項１４のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激シ
ステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権の主張）
　２００６年９月１日に出願された米国仮特許出願第１１／４６９，５５１号に対して、
優先権の利益が本明細書によって主張され、該仮特許出願は本明細書において参考により
援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本書は、概して、神経性刺激に関し、具体的には、喉頭部活動を示す信号を感知する活
動センサを使用して迷走神経刺激を最適化するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　迷走神経刺激は、様々な生理的機能を変調し、様々な疾患を治療するために適用されて
きた。一例は、心不全または心筋梗塞に罹患している患者の心臓機能の変調である。心筋
は、迷走神経の心臓枝を含む、交感神経および副交感神経で神経支配される。人工的に適
用された電気刺激を含む、迷走神経における活動は、心拍および収縮性（心筋収縮の強さ
）を変調する。迷走神経に適用される電気刺激は、心拍および収縮性を減少させて、心周
期の収縮期を延長し、心周期の拡張期を短縮することが知られている。この迷走神経刺激
の能力は、例えば、心筋リモデリングを制御するために利用される。
【０００４】
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　心筋リモデリング等の心疾患を治療することに加えて、迷走神経刺激は、うつ病、神経
性無食欲症／摂食障害、膵臓機能、てんかん、高血圧症、炎症性疾患、および糖尿病を含
むが、それらに限定されない疾患を治療するのに有効であることが知られている。そのよ
うな疾患を治療する際の迷走神経刺激の意図した治療法の成果は、治療法の滴定または最
適化の目的で、急性的または慢性的のいずれかで測定することが困難な場合がある。した
がって、意図した治療成果以外のパラメータを使用して、迷走神経刺激を滴定または最適
化する必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（概要）
　神経性刺激システムは、迷走神経に神経性刺激を供給し、神経性刺激に起因する喉頭部
活動を示す信号を感知する。喉頭部活動を示す信号は、例えば、電極配置を誘導する、刺
激閾値を判定する、リード／電極問題を検出する、神経損傷を検出する、および患者の身
体の内側の電極配置後の治癒経過をモニタリングするために使用される。
【０００６】
　一実施形態では、神経性刺激システムは、活動センサおよび神経性刺激分析器を含む。
活動センサは、喉頭部活動を示す信号を感知する。神経性刺激分析器は、喉頭部活動を示
す信号を受信する喉頭部活動入力、迷走神経に神経性刺激の供給を示す信号を受信する神
経性刺激入力、および処理回路を含む。処理回路は、喉頭部活動を示す信号を使用して神
経性刺激システムを分析するために、喉頭部活動を示す信号を処理する。
【０００７】
　一実施形態では、神経性刺激システムは、活動センサ、信号調整回路、神経性刺激回路
、および提示装置を含む。活動センサは、喉頭部活動を示す信号を感知する。信号調整回
路は、喉頭部活動を示す信号を調整する。神経性刺激回路は、迷走神経に神経性刺激を供
給する。提示装置は、喉頭部活動および神経性刺激の供給のインジケータを提示する。
【０００８】
　一実施形態では、神経性刺激を適用するための方法が提供される。喉頭部活動を示す信
号が感知される。神経性刺激が迷走神経に供給される。喉頭部活動を示す信号が調整され
て、神経性刺激の供給に起因する喉頭部活動を隔離する。
【０００９】
　この概要は、本出願の教示の一部の概説であり、本主題の排他的または包括的扱いとな
ることを目的としない。本主題についてのさらなる詳細は、詳細な説明および添付の請求
項にある。次の詳細な説明を読んで理解し、その一部を形成する図面を見ると、本発明の
他の側面が、当業者にとって明白となるであろう。本発明の範囲は、添付の請求項および
それらの法的同等物によって定義される。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　頸部、喉頭、および迷走神経を有する身体に神経性刺激を適用するための神経性刺激シ
ステムであって、
　喉頭部活動を示す信号を感知するように構成される活動センサと、
　該活動センサに通信可能に連結される神経性刺激分析器であって、該神経性刺激分析器
は、
　該喉頭部活動を示す信号を受信する喉頭部活動入力と、
　該神経性刺激の該迷走神経への供給を示す信号を受信する神経性刺激入力と、
　該喉頭部活動入力および該神経性刺激入力に連結される処理回路であって、該喉頭部活
動を示す信号を使用して該神経性刺激システムを分析するために、該喉頭部活動を示す信
号を処理するように構成される、処理回路と
　を含む、神経性刺激分析器と
　を備える、システム。
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（項目２）
　上記活動センサは、上記喉頭部活動を示す信号である加速度信号を感知するように構成
される加速度計を備える、項目１に記載の神経性刺激システム。
（項目３）
　上記喉頭にわたって上記頸部に上記活動センサを保持するように構成される頸部支持構
造を含む喉頭部活動センサアセンブリを備える、項目１～項目２のうちのいずれか１項に
記載の神経性刺激システム。
（項目４）
　上記頸部の大部分を包み込むように構成される頸部装具を含む喉頭部活動センサアセン
ブリを備える、項目１および項目２のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激システム。
（項目５）
　上記頸部装具は、上記頸部の前方部分にわたる大きな間隙によって分離される２つの端
を備え、上記喉頭部活動センサアセンブリはさらに、
　該頸部の該２つの端のうちの一方にそれぞれ取り付けられるブラケットと、
　該ブラケットおよび該活動センサに連結される１つ以上のストラップであって、上記喉
頭にわたって該頸部に該活動センサを押し付けるように構成される、１つ以上のストラッ
プと
　を備える、項目４に記載の神経性刺激システム。
（項目６）
　上記１つ以上のストラップは、頭蓋／尾側方向への上記活動センサの位置の調整を可能
にする方法で、上記ブラケットに連結される、項目５に記載の神経性刺激システム。
（項目７）
　上記活動センサは、上記頸部に外嵌するように湾曲した表面を含む、センサ基部を備え
る、項目５および項目６のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激システム。
（項目８）
　上記神経性刺激分析器は、上記喉頭部活動を示す信号の信号対雑音比を増加させるよう
に構成される信号調整回路を備え、該信号は、上記神経性刺激に起因する喉頭部活動を示
す信号の成分を含む、項目１～項目７のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激システム
。
（項目９）
　上記迷走神経に上記神経性刺激を供給する刺激電極と、
　該刺激電極を介して該迷走神経を通る神経性刺激パルスを供給するように該刺激電極に
連結される神経性刺激回路と
　をさらに備える、項目１～項目８のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激システム。
（項目１０）
　上記喉頭部活動および上記神経性刺激の供給のインジケータを提示するように構成され
る提示装置をさらに備える、項目１～項目９のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激シ
ステム。
（項目１１）
　上記提示装置は、上記喉頭部活動を示す可聴音を発生させるように構成されるスピーカ
を備える、項目１０に記載の神経性刺激システム。
（項目１２）
　上記提示装置は、上記喉頭部活動の視覚指示を発生させるように構成される視覚インジ
ケータを備える、項目１０および項目１１のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激シス
テム。
（項目１３）
　上記視覚インジケータは、喉頭部活動を示す上記信号および上記神経性刺激を示す信号
を表示する画面を備える、項目１２に記載の神経性刺激システム。
（項目１４）
　上記視覚インジケータは、喉頭部活動を示す上記信号の振幅が閾値を超えると、それぞ
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れオンになる、１つ以上の発光ダイオードを備える、項目１２に記載の神経性刺激システ
ム。
（項目１５）
　上記視覚インジケータは、上記喉頭部活動の大きさを示すゲージを備える、項目１２に
記載の神経性刺激システム。
（項目１６）
　上記神経性刺激分析器は、少なくとも１つの刺激閾値を自動的に測定するように構成さ
れる刺激閾値分析器を備え、該刺激閾値は、上記迷走神経における神経反応を誘出するた
めに上記神経性刺激パルスに対して必要とされる最小刺激強度である、項目９から項目１
５のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激システム。
（項目１７）
　上記刺激閾値分析器は、上記喉頭部活動を示す信号の振幅を受信する第１の入力と、神
経捕獲閾値を受信する第２の入力と、該喉頭部活動を示す信号の該振幅が該神経捕獲閾値
を超えるときに、神経捕獲を示す出力とを含む、比較器を備える、項目１６に記載の神経
性刺激システム。
（項目１８）
　上記刺激閾値分析器は、上記神経捕獲が示されるか、または所定の最大刺激強度に達す
るまで、初期強度から刺激強度を増加させるように構成される、刺激強度制御器を備える
、項目１７に記載の神経性刺激システム。
（項目１９）
　上記刺激強度制御器は、上記神経捕獲が示された後に、該神経捕獲がもはや示されなく
なるまで、上記刺激強度を減少させるようにさらに構成される、項目１８に記載の神経性
刺激システム。
（項目２０）
　上記神経性刺激回路に連結される近位端と、
　上記刺激電極のうちの少なくとも１つを含む遠位端と、
　該近位端と該遠位端との間で連結される細長い本体と
　を含む、経静脈リードをさらに備える、項目１６～項目１９のうちのいずれか１項に記
載の神経性刺激システム。
（項目２１）
　上記神経性刺激分析器は、刺激閾値の測定間に、上記リードの上記遠位端に含まれる上
記刺激電極のうちの上記少なくとも１つと関連する、上記少なくとも１つの刺激閾値の変
化に基づいて、リード抜去または破損の警告を発生させるように構成される、リード状態
分析器を備える、項目２０に記載の神経性刺激システム。
（項目２２）
　上記神経性刺激分析器は、上記少なくとも１つの刺激閾値の経時的な変化、上記喉頭部
活動を示す信号の上記振幅の経時的な変化、および神経伝導速度の経時的な変化のうちの
１つ以上をモニタリングすることによって、神経損傷を検出するように構成される、神経
損傷分析器を備える、項目２０および２１のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激シス
テム。
（項目２３）
　上記神経性刺激回路を含む埋込型医療機器と、
　遠隔測定を介して該埋込型医療機器に通信可能に連結される外部システムであって、上
記神経性刺激分析器を含む外部システムと
　をさらに備える、項目９から項目２２のうちのいずれか１項に記載の神経性刺激システ
ム。
（項目２４）
　頸部、喉頭、および迷走神経を有する身体に神経性刺激を適用するための方法であって
、
　喉頭部活動を示す信号を感知することと、
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　該迷走神経に該神経性刺激を供給することと、
　該神経性刺激の供給に起因する喉頭部活動を隔離するように該喉頭部活動を示す信号を
調整することと
　を包含する、方法。
（項目２５）
　上記喉頭部活動のインジケータを提示することをさらに包含する、項目２４に記載の方
法。
（項目２６）
　上記喉頭部活動の上記インジケータを提示することは、該喉頭部活動を示す可聴音であ
って、上記喉頭が振動する周波数および該喉頭部活動の大きさのうちの少なくとも１つを
示す音程を有する可聴音を発生させることを包含する、項目２５に記載の方法。
（項目２７）
　上記喉頭部活動の上記インジケータを提示することは、上記喉頭部活動を示す信号を画
面に表示することを包含する、項目２５および項目２６のうちのいずれか１項に記載の方
法。
（項目２８）
　上記喉頭部活動の上記インジケータを提示することは、発光ダイオードを使用して該喉
頭部活動の大きさを提示することを包含する、項目２５～項目２７のうちのいずれか１項
に記載の方法。
（項目２９）
　上記喉頭部活動の上記インジケータを提示することは、ゲージを使用して該喉頭部活動
の大きさを提示することを包含する、項目２５～項目２８のうちのいずれか１項に記載の
方法。
（項目３０）
　上記喉頭部活動を示す信号を使用して、刺激閾値を自動的に判定することをさらに包含
し、該刺激閾値は、上記神経性刺激によって上記迷走神経を捕獲するために必要とされる
最小刺激強度を示す、項目２４～項目２９のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目３１）
　上記刺激閾値を自動的に判定することは、
　上記神経性刺激の刺激強度を初期強度に設定することと、
　上記喉頭部活動を示す信号の振幅を神経捕獲閾値と比較することによって、神経捕獲を
検出することと、
　該神経捕獲が検出されるまで、または、該神経捕獲が検出される前に所定の最大刺激強
度が到達される場合に、該初期強度から該刺激強度を増加させることと
　を包含する、項目３０に記載の方法。
（項目３２）
　上記刺激閾値を自動的に判定するステップは、上記神経捕獲が検出された後に、該神経
捕獲がもはや示されなくなるまで、上記刺激強度を減少させることをさらに包含し、該刺
激強度が該刺激閾値として減少されているときに、該神経捕獲が検出される最大強度を提
示することをさらに包含する、項目３１に記載の方法。
（項目３３）
　上記刺激閾値の２つ以上の測定にわたって該刺激閾値の変化をモニタリングすることに
よって、リード抜去または破損を検出することをさらに包含する、項目３０～項目３２の
うちのいずれか１項に記載の方法。
（項目３４）
　上記刺激閾値の変化を経時的にモニタリングすることによって、神経損傷を検出するこ
とをさらに包含する、項目３０～項目３３のうちのいずれか１項に記載の方法。
（項目３５）
　神経伝導速度の変化を経時的にモニタリングすることによって、上記神経損傷を検出す
ることをさらに包含する、項目３４に記載の方法。
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（項目３６）
　上記迷走神経に上記神経性刺激を供給することは、刺激電極を通して神経性刺激パルス
を供給することを包含し、誘導のために上記喉頭部活動を使用することによって、上記刺
激電極を位置付けることをさらに包含する、項目２４～項目３５のうちのいずれか１項に
記載の方法。
（項目３７）
　上記刺激閾値の変化を経時的にモニタリングすることによって、上記刺激電極の埋め込
み後の組織治癒過程をモニタリングすることをさらに包含する、項目３６に記載の方法。
（項目３８）
　上記刺激電極を位置付けることは、複数の利用可能な刺激電極から１つ以上の活性刺激
電極を電子的に選択することを包含する、項目３６に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　図面は、概して、一例として、本書で論じられる様々な実施形態を図示する。図面は例
示的な目的に過ぎず、縮尺通りではない場合がある。
【図１】図１は、神経性刺激システムの実施形態、および神経性刺激システムが使用され
る環境の各部の図解である。
【図２】図２は、神経性刺激システムの別の実施形態、および神経性刺激システムが使用
される環境の各部の図解である。
【図３】図３は、図１の神経性刺激システムの回路の各部の実施形態を図示するブロック
図である。
【図４】図４は、図２の神経性刺激システムの回路の各部の実施形態を図示するブロック
図である。
【図５】図５は、神経性刺激システムの喉頭部活動センサアセンブリの実施形態の図解で
ある。
【図６】図６は、神経性刺激システムの喉頭部活動センサアセンブリの別の実施形態の図
解である。
【図７】図７は、センサ基部を含む活動センサの実施形態の図解である。
【図８】図８は、センサ基部を含む活動センサの別の実施形態の図解である。
【図９】図９は、神経性刺激システムの神経性刺激分析器の処理回路の実施形態を図示す
るブロック図である。
【図１０】図１０は、神経性刺激システムのユーザインターフェースの実施形態を図示す
るブロック図である。
【図１１】図１１は、神経性刺激システムの外部プログラマの実施形態の図解である。
【図１２】図１２は、喉頭部活動を示す信号を使用して迷走神経刺激の効果を分析するた
めの方法の実施形態を図示する、フローチャートである。
【図１３】図１３は、喉頭部活動を示す信号を使用して迷走神経刺激の刺激閾値を自動的
に判定するための方法の実施形態を図示する、フローチャートである。
【図１４】図１４は、喉頭部活動を示す信号を使用して、迷走神経刺激を急性的または慢
性的にモニタリングおよび滴定するための方法の実施形態を図示する、フローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（詳細な説明）
　次の詳細な説明では、これに関して一部を形成する添付図面を参照し、図中、例証とし
て、本発明を実践することができる具体的実施形態が示される。これらの実施形態は、当
業者が本発明を実施することが可能となるように十分詳細に説明され、実施形態を組み合
わせてもよく、または他の実施形態を利用してもよく、かつ本発明の精神および範囲を逸
脱しない限り、構造、論理、および電気的変更を行ってもよいことが理解される。本開示
での「１つの」または「様々な」という言及は、必ずしも同じ実施形態に対するものでは
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なく、そのような言及は、２つ以上の実施形態を検討する。次の詳細な説明は例を提供し
、本発明の範囲は、添付の請求項およびそれらの法的同等物によって定義される。
【００１２】
　本書は、喉頭部活動センサを使用して迷走神経刺激の最適化を提供するシステムについ
て論じる。最適化は、例えば、電極配置の最適化、自動閾値判定または検証、リード／電
極状態のモニタリング、神経損傷の検出、および電極配置の後に続く治癒過程をモニタリ
ングするステップを含む。迷走神経刺激の多くの用途では、標的反応（意図した成果）は
、治療法の最適化の目的でモニタリングおよび分析することが困難な場合がある。例えば
、心臓リモデリングを制御するための迷走神経刺激を供給するために、経静脈リードが使
用される。経静脈リードは、頸部領域中の迷走神経に隣接する内頸静脈内に配置される、
その遠位端における１つ以上の電極を含む。内頸静脈は、幅広い考えられる電極位置を提
供するための大血管である。電極配置の誘導および刺激パラメータ調整のために、心臓リ
モデリングにおける迷走神経刺激の効果を使用することは、実際的に困難である。
【００１３】
　一方、迷走神経刺激が、喉頭に神経を分布する迷走神経枝である反回咽頭神経を通して
、喉頭の振動を引き起こすことが知られている。したがって、喉頭の振動の大きさおよび
周波数を含む、喉頭部活動は、迷走神経が神経性刺激によって活性化されているかどうか
の指示を提供する。このことは、迷走神経刺激の標的反応（心臓リモデリング等）をモニ
タリングおよび分析する必要なく、治療法の最適化を可能にする。
【００１４】
　本主題は、様々なエネルギー形態および様々な信号形態を使用する迷走神経の刺激に適
用できる。一実施形態では、迷走神経刺激は、迷走神経への電気パルスの供給を含んで、
その神経における活動電位を人工的に誘出する。他の実施形態では、迷走神経刺激は、機
械、熱、光、化学、および生物エネルギー等の、神経系における神経活動を誘出または変
調することが可能な、任意の形態のエネルギーの供給を含む。
【００１５】
　本主題は、心臓リモデリング、うつ病、神経性無食欲症／摂食障害、膵臓機能、てんか
ん、高血圧症、炎症性疾患、および糖尿病を含むが、それらに限定されない、様々な疾患
の治療のための迷走神経の活性化および／または抑制を提供する、神経性刺激システムに
適用できる。一般に、本主題は、神経性刺激が検出可能な喉頭部活動をもたらす、迷走神
経刺激を提供する任意のシステムに適用できる。
【００１６】
　頸部領域中の迷走神経に隣接する内頸静脈に配置される１つ以上の電極を有する、経静
脈リードを通した、神経性刺激の供給が、本書で例として具体的に論じられる一方で、本
主題は、任意のリードおよび／または電極構成、および迷走神経刺激のための配置に適用
できる。喉頭部活動を使用する、電極配置および刺激パラメータの最適化は、神経性刺激
の標的反応を急性的に測定することが困難であるとき、および／または略侵襲的外科手技
なしで意図した刺激部位を正確に見つけることが困難であるときに、特に有用である。
【００１７】
　図１は、神経性刺激システム１００の実施形態、およびシステム１００が使用される環
境の各部の図解である。システム１００は、喉頭部活動を感知するための活動センサ１１
０、迷走神経刺激を供給するための経静脈リード１１２、およびケーブル１１１を介して
活動センサ１１０に連結され、かつケーブル１１８を介してリード１１２に連結される外
部システム１２０を含む。外部システム１２０は、感知した喉頭部活動を使用して、迷走
神経刺激の最適化を可能にする。
【００１８】
　リード１１２は、近位端１１４、遠位端１１３、および近位端１１４と遠位端１１３と
の間で連結される細長い本体１１５を有する、経静脈リードである。近位端１１４は、コ
ネクタ１１７を含む。図示した実施形態では、遠位端１１３は、刺激電極１１６Ａ－Ｂを
含む。図１に図示されるように、身体１０１は、頸部１０２、右内頸静脈１０４Ａ、左内
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頸静脈１０４Ｂ、右鎖骨下静脈１０５Ａ、および左鎖骨下静脈１０５Ｂを含む。リード１
１２は、心臓ペーシングリードを埋め込む際に採用されるものと同様の技術を使用して、
挿入される。挿入中、遠位端１１３は、切開を通って左鎖骨下静脈１０５Ｂに進入し、右
内頸静脈１０４Ａに向かって鎖骨下静脈１０５Ｂそして１０５Ａ中で前進し、右内頸静脈
１０４Ａに進入し、電極１１６Ａ－Ｂが１つ以上の迷走神経刺激部位に到達するまで右内
頸静脈１０４Ａ中で前進する。遠位端１１３が右内頸静脈１０４Ａの中に入った後、刺激
電極１１６Ａ－Ｂは、リード１１２、および／またはスタイレット、ガイドワイヤ、また
はガイドカテーテル等のリード挿入工具を使用して、位置付けられ、必要な場合には位置
付け直される。
【００１９】
　電極１１６Ａ－Ｂは、神経性刺激が、頸部領域中の右内頸静脈１０４Ａに隣接する迷走
神経１０６に供給されることを可能にする。活動センサ１１０は、喉頭にわたって頸部上
に配置されて、喉頭部活動を示す信号を感知する。喉頭部活動は、迷走神経１０６に供給
される神経性刺激への迷走神経１０６の反応の尺度として使用される。様々な実施形態で
は、喉頭部活動は、電極１１６Ａ－Ｂ等の刺激電極の配置、刺激強度を制御するもの（例
えば、刺激振幅、周波数、持続時間、および負荷サイクル）等の刺激パラメータの最適化
、および神経性刺激への迷走神経１０６の反応に影響する様々な事象の検出およびモニタ
リングのために、モニタリングされる。
【００２０】
　図１に図示されるように、近位端１１４は、リード１１２および図２を参照して下記で
論じられるもの等の埋込型医療機器の埋め込みの動作中等に、身体１０１の外側にとどま
る。このことは、近位端１１４を埋込型医療機器に接続する前に、電極１１６Ａ－Ｂが所
望のとおりに配置されることを可能にする。近位端１１４は、ケーブル１１８のコネクタ
１１９に接続されるコネクタ１１７を含んで、外部システム１２０からの神経性刺激の供
給を可能にする。外部システム１２０は、医師または他の介護人等のユーザが、リード１
１２を介して神経性刺激の供給を制御し、活動センサ１１０によって感知される喉頭を示
す信号をモニタリングすることを可能にする。
【００２１】
　図１に示されるシステム１００の構成は、例示的目的で提示された例である。本主題は
概して、迷走神経刺激に起因する喉頭部活動を示す任意の信号を使用する任意の電極構成
を使用して供給される、迷走神経刺激のモニタリングおよび最適化を含む。例えば、リー
ド１１２は、１つ以上の刺激電極を含んでもよく、神経性刺激を供給するための電極対は
、リード１１２上の２つの電極、またはリード１１２の１つの電極および必ずしも迷走神
経に隣接しない参照電極を含んでもよい。一実施形態では、参照電極は、急性使用のため
の皮膚パッチ電極である。一実施形態では、リード１１２上の刺激電極に加えて、または
その代わりに、それぞれ迷走神経１０６を取り囲む１つ以上の神経カフ電極が使用される
。一実施形態では、電極１１６Ａ－Ｂは、左内頸静脈１０４Ｂに配置される。挿入中、遠
位端１１３は、切開を通って左鎖骨下静脈１０５Ｂまたは右鎖骨下静脈１０５Ａに進入し
、右鎖骨下静脈１０５Ａから左内頸静脈１０４Ｂに進入し、電極１１６Ａ－Ｂが１つ以上
の迷走神経刺激部位に到達するまで左内頸静脈１０４Ｂ中で前進する。
【００２２】
　図２は、神経性刺激システム２００の実施形態、およびシステム２００が使用される環
境の各部の図解である。システム２００は、主に、神経性刺激が身体１０１に埋め込まれ
た埋込型医療機器２２２から供給されるという点で、システム１００とは異なる。一実施
形態では、図１および２は、埋込型神経性刺激システムの埋込または使用の異なる段階を
図示する。図１は、埋込手技の最中のシステム設定図示し、その間、リード１１２が挿入
され、電極１１６Ａ－Ｂは、迷走神経刺激の所望の性能を達成するように配置される。図
２は、埋込型神経性刺激システムが慢性的使用のためにプログラムされるときである、埋
込手技の終末段階中、または、その間に必要であれば埋込型神経性刺激システムが調整さ
れる、フォローアップ検査中等の、埋込型神経性刺激システムが完全に埋め込まれた後の
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システム設定を図示する。
【００２３】
　活動センサ２１０は、無線リンクを介して外部システム２２０と通信することが可能で
ある活動センサ１１０の実施形態を表す。一実施形態では、活動センサ１１０および外部
システム２２０は、ケーブルを使用して電気的に接続され、通信リンク２１１は、ケーブ
ルを表す。別の実施形態では、活動センサ１１０および外部システム２２０は、無線周波
数電磁遠隔測定リンク等の遠隔測定を通して無線連結され、通信リンク２１１は、遠隔測
定リンクを表す。
【００２４】
　埋込型医療機器２２２は、電極１１６Ａ－Ｂの一方または両方を通して神経性刺激を供
給する。電極１１６Ａ－Ｂが配置された後、リード１１２の近位端１１４は、コネクタ１
１７を介して埋込型医療機器２２２に接続される。一実施形態では、埋込型医療機器２２
２の筐体は、参照電極として機能し、神経性刺激は、電極１１６Ａ－Ｂおよび埋込型医療
機器２２２の筐体から選択される任意の対の電極を使用して供給することができる。一実
施形態では、迷走神経１０６における神経活動は、電極１１６Ａ－Ｂおよび埋込型医療機
器２２２の筐体から選択される任意の対の電極を使用して感知される。
【００２５】
　一実施形態では、神経性刺激回路に加えて、埋込型医療機器２２２は、心臓ペースメー
カー、心臓除細動器／除細動器、薬剤供給装置、および生物療法装置のうちの１つ以上等
の、他のモニタリングまたは治療回路を含む。外部システム２２０は、ユーザによる、埋
込型医療機器２２２の制御およびそれとの通信を提供する。外部システム２２０および埋
込型医療機器２２２は、遠隔測定リンク２１８を介して通信可能に連結される。一実施形
態では、外部システム２２０は、プログラマを含む。別の実施形態では、外部システム２
２０は、遠隔測定リンク２１８を介して埋込型医療機器２２２と通信する外部装置、遠隔
場所における遠隔装置、および外部装置と遠隔装置とを結び付ける電気通信網を含む、患
者管理システムである。患者管理システムは、患者の状態のモニタリングおよび治療法の
調整等の目的で、遠隔場所から埋込型医療機器２２２へのアクセスを可能にする。一実施
形態では、遠隔測定リンク２１８は、誘導遠隔測定リンクを示す。代替的実施形態では、
遠隔測定リンク２１８は、遠方界無線周波数遠隔測定リンクである。
【００２６】
　図３は、ケーブル１１１によって外部システム３２０に連結される活動センサ３１０を
含む、システム１００の回路の各部の実施形態を図示するブロック図である。活動センサ
３１０は、活動センサ１１０の実施形態であり、喉頭部活動を示す信号である加速度信号
を感知する加速度計３３１を含む。加速度計３３１は、迷走神経刺激が供給されるときに
迷走神経における活動を示す、喉頭の振動の大きさおよび周波数を感知するのに適した特
性を有する。一実施形態では、加速度計３３１は、信号品質に基づいた、喉頭部活動を示
す信号としての加速度信号の選択を可能にする、複数の加速度計を表す。外部システム３
２０は、神経性刺激分析器３２４、神経性刺激回路３２８、外部制御器３２９、およびユ
ーザインターフェース３３０を含む。神経性刺激分析器３２４は、喉頭部活動入力３２５
、神経性刺激入力３２６、および処理回路３２７を含む。喉頭部活動入力３２５は、ケー
ブル１１１を介して活動センサ３１０から、喉頭部活動を示す信号を受信する。神経性刺
激入力３２６は、迷走神経への神経性刺激の供給を示す信号を受信する。処理回路３２７
は、信号を使用してシステム１００の動作および性能を分析するために、喉頭部活動を示
す信号を処理する。神経性刺激回路３２８は、電極１１６Ａ－Ｂ等の刺激電極に神経性刺
激を供給する。外部制御器３２９は、神経性刺激回路３２８からの神経性刺激の供給を含
む、外部システム３２０の全体的動作を制御する。ユーザインターフェース３３０は、ユ
ーザが神経性刺激を制御し、喉頭部活動を示す信号を使用して神経性刺激への迷走神経の
反応をモニタリングすることを可能にする。
【００２７】
　図４は、通信リンク２１１を介して外部システム４２０に連結される活動センサ４１０
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、および遠隔測定リンク２１８を介して外部システム４２０に連結される埋込型医療機器
４２２を含む、システム２００の回路の各部の実施形態を図示するブロック図である。活
動センサ４１０は、活動２１０の実施形態であり、加速度計３３１およびセンサ遠隔測定
回路４３２を含む。図示した実施形態では、通信リンク２１１は、遠隔測定リンクである
。センサ遠隔測定回路４３２は、遠隔測定リンク２１１を介して外部システム４２０に、
喉頭部活動を示す感知した信号を伝送する。別の実施形態では、通信リンク２１１は、加
速度計３３１と喉頭部活動入力３２５との間の電気的接続を提供するケーブルである。外
部システム４２０は、神経性刺激分析器３２４、外部遠隔測定回路４３８、外部制御器４
２９、およびユーザインターフェース３３０を含む。外部遠隔測定回路４３８は、通信リ
ンク２１１を介して活動センサ４１０から、喉頭部活動を示す信号を受信し、遠隔測定リ
ンク２１８を介して埋込型医療機器４２２と通信して、埋込型医療機器４２２から供給さ
れる神経性刺激を制御する。外部制御器４２９は、埋込型医療機器４２２から供給される
神経性刺激を制御するためのコマンドの伝送を含む、外部システム４２０の全体的動作を
制御する。埋込型医療機器４２２は、神経性刺激回路４３４、埋込制御器４３５、および
埋込遠隔測定回路４３６を含む。神経性刺激回路４３４は、電極１１６Ａ－Ｂ等の刺激電
極を通して神経性刺激を供給する。埋込制御器４３５は、神経性刺激の供給を制御し、外
部システム４２０から伝送されるコマンドに対応する。埋込遠隔測定回路４３６は、遠隔
測定リンク２１８を介して外部システム４２０からコマンドを受信し、必要とするときに
は、遠隔測定リンク２１８を介して外部システム４２０に信号を伝送する。
【００２８】
　図５は、喉頭にわたった患者の頸部上の活動センサの略安定取着を可能にする、喉頭部
活動センサアセンブリ５４０の実施形態の図解である。喉頭部活動センサアセンブリ５４
０は、活動センサ５１０、および喉頭にわたって頸部に活動センサ５１０を保持するよう
に構成される頸部支持構造を含む。活動センサ５１０は、喉頭部活動を示す信号を感知し
、活動センサ１１０、２１０、３１０、および４１０のうちのいずれかを表す。図示した
実施形態では、ケーブル５１１は、活動センサ５１０に接続され、コネクタ５４２を有し
て、活動センサ５１０と外部システム１２０または３２０との間の電気的接続を提供する
。具体的実施形態では、ケーブル５１１は、活動センサ５１０に取り外し可能に連結され
る。別の実施形態では、活動センサ５１０は、遠隔測定を介して外部システム２２０また
は４２０に通信可能に連結され、ケーブル５１１は必要とされない。
【００２９】
　喉頭部活動センサアセンブリ５４０は、頸部の大部分を包み込むように構成され、頸部
の動きを制限する、頸部装具５４４を含む。頸部装具５４４は、頸部の前方部分にわたる
大きな間隙によって分離される、２つの端５４７Ａ－Ｂを含む。一実施形態では、頸部装
具５４４は、機器からの振動または医療関係者の活動等の環境要因の振動を鎮静化するこ
とによって、活動センサ５１０による雑音の感知を制限するように選択される材料ででき
ている。一実施形態では、頸部装具５４４は、発泡体等の略軟質材料でできている。頸部
装具５４４には、内面５４５および外面５４６がある。内面５４５は、頸部に接触するた
めに構成される。一実施形態では、図５に図示されるように、頸部装具５４４には、内面
５４５と外面５４６との間の略均等の厚さがある。この厚さは、例えば、約１０ｍｍから
８０ｍｍの間である。
【００３０】
　喉頭部活動センサアセンブリ５４０はさらに、端５４７Ａ－Ｂのうちの一方の上にそれ
ぞれ取り付けられる２つのブラケット５４８－Ｂを含む。ストラップ５４９Ａ－Ｂは、ブ
ラケット５４８Ａ－Ｂおよび活動センサ５１０に連結される。一実施形態では、ストラッ
プ５４９Ａ－Ｂは、単一ストラップの異なる部分を表す。別の実施形態では、ストラップ
５４９Ａ－Ｂは、活動センサ５１０とブラケット５４８Ａ－Ｂのうちの１つとの間でそれ
ぞれ連結される、２つのストラップを表す。ストラップ５４９Ａ－Ｂは、略安定センサ配
置のために、喉頭にわたって頸部に前記活動センサ５１０を押し付けるように構成される
。一実施形態では、ストラップ５４９Ａ－Ｂは、伸縮可能な弾性ストラップである。一実
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施形態では、ストラップ５４９Ａ－Ｂのうちの少なくとも１つは、ブラケット５４７Ａ－
Ｂのうちの１つに、解放可能に連結される。一実施形態では、ストラップ５４９Ａ－Ｂは
、頭蓋／尾側方向への前記活動センサ５１０の位置の調整を可能にする方法で、ブラケッ
トに連結される。
【００３１】
　一実施形態では、頸部装具５４４は、患者の頭部および／または肩にわたって嵌合する
ように成形され、活動センサ５１０と喉頭との間の相対運度をさらに制限する。具体的実
施形態では、患者に装着されるときに尾側方向に向かう頸部装具５４４の縁は、患者の肩
にわたってほぼ嵌合する輪郭を含む。このことは、喉頭部活動を示す信号が感知される間
に患者が座っているときに、センサ配置の追加安定性を提供する。
【００３２】
　図６は、喉頭部活動センサアセンブリ５４０の代替的実施形態である、喉頭部活動セン
サアセンブリ６４０の代替的実施形態の図解である。喉頭部活動センサアセンブリ６４０
は、頸部装具５４４と同様または同一の材料でできている頸部装具６４４を除いて、喉頭
部活動センサアセンブリ５４０と同様であるが、頸部装具５４４とは実質的に異なる形状
を有する。
【００３３】
　頸部装具６４４は、頸部の前方部分にわたる大きな間隙によって分離される、２つの端
６４７Ａ－Ｂを含む。ブラケット５４８Ａ－Ｂはそれぞれ、端６４７Ａ－Ｂのうちの一方
に取り付けられる。頸部装具６４４には、内面６４５および外面６４６がある。内面６４
４は、頸部に接触するために構成される。外面６４６は、頸部の動きをさらに制限するこ
とによって、センサ配置の安定性を増加させるように構成される。一実施形態では、図６
に図示されるように、外面６４６には、頸部の後方部分にわたる平坦後部６５０がある。
【００３４】
　図７は、活動センサ７１０の実施形態の図解である。活動センサ７１０は、センサ基部
７５４上に取り付けられる加速度計７３１を含む、活動センサ５１０の実施形態である。
加速度計センサ７３１は、加速度計３３１の具体的実施形態を表し、喉頭部活動を示す信
号を感知する。センサ基部７５４は、加速度計センサ７３１と頸部との間の接合部分とな
るように構成され、頸部に外嵌するように湾曲した表面７５５を有する。
【００３５】
　図８は、活動センサ８１０の実施形態の図解である。活動センサ８１０は、活動センサ
７１０の実施形態であり、加速度計７３１およびセンサ基部８５４を含む。センサ基部８
５４には、甲状軟骨の一部にわたって男性患者の頸部に外嵌するように湾曲した表面８５
５を有する。一実施形態では、図８に図示されるように、表面８５５は、一方端上の凹部
８５６、および甲状軟骨の一部にわたって嵌合するための他方端における切り込み８５７
を含む。
【００３６】
　図９は、処理回路３２７の具体的実施形態である、処理回路９２７の実施形態を図示す
るブロック図である。処理回路９２７は、信号調整回路９６０、刺激閾値分析器９６２、
リード状態分析器９６６、神経損傷分析器９６８、および提示処理回路９７０を含む。
【００３７】
　信号調整回路９６０は、分析または提示目的で、喉頭部活動を示す信号を調整する。信
号調整回路９６０は、喉頭部活動を示す信号の信号対雑音比を増加させ、その場合、信号
は、迷走神経刺激に起因する喉頭部活動を示す信号の成分を含み、雑音は、迷走神経刺激
の効果ではない喉頭部活動を示す信号の成分を含む。信号調整回路９６０は、雑音を除去
するフィルタ９６１を含む。一実施形態では、フィルタ９６１は、神経性刺激パルスが迷
走神経に供給される周波数に基づいて選択される、通過帯域を有する。
【００３８】
　刺激閾値分析器９６２は、刺激電極１１６Ａ－Ｂ等の、それを介して神経性刺激が迷走
神経に供給される、各対の刺激電極と関連する刺激閾値を自動的に測定する。刺激閾値は
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、神経性刺激が迷走神経を活性化する最小刺激強度である。刺激閾値分析器９６２は、比
較器９６３および刺激強度制御器９６４を含む。比較器９６３は、喉頭部活動を示す信号
の振幅を受信する第１の入力９６３Ａ、神経捕獲閾値を受信する第２の入力９６３Ｂ、喉
頭部活動を示す信号の振幅が神経捕獲閾値を超えるときに、神経捕獲を示す出力９６３Ｃ
を含む。すなわち、神経捕獲閾値を超える喉頭部活動を示す信号の振幅は、神経性刺激が
迷走神経において伝搬する活動電位を誘出したという指示である。様々な実施形態では、
神経捕獲閾値は、患者集団または各個別患者に基づいて、経験的に判定される。刺激強度
制御器９６４は、複数の刺激強度が試験されてもよいように、神経性刺激の刺激強度を調
整し、刺激閾値分析器９６２は、神経捕獲をもたらす、試験した最小刺激強度を選択する
ことによって、刺激閾値を自動的に判定する。神経性刺激が電気パルスの供給を含む、様
々な実施形態では、刺激強度は、刺激振幅（電圧または電流）および／または刺激パルス
幅によって制御される。刺激強度制御器９６４は、刺激振幅、刺激パルス幅、または両方
を調整することによって、刺激強度を調整する。一実施形態では、神経捕獲が示されるか
、または規定の最大刺激強度が到達されるまで、刺激強度制御器９６４は、初期強度から
刺激強度を増加させる。神経捕獲が示される前に最大刺激強度が到達された場合は、刺激
電極は、刺激閾値の判定が続く前に位置付け直される。一実施形態では、刺激閾値分析器
９６２は、刺激強度が刺激閾値として増加されているときに神経捕獲が示される、最小捕
獲強度を提示する。別の実施形態では、最小捕獲強度が達成された後に、神経捕獲がもは
や示されなくなるまで、刺激強度制御器９６４は、その最小捕獲強度から刺激強度を減少
させる。刺激閾値分析器９６２は、刺激強度が刺激閾値として減少されているときに神経
捕獲が示される、最小刺激強度を提示する。
【００３９】
　リード状態分析器９６６は、２つの刺激閾値測定間の刺激閾値の大きな変化を検出する
ことによって、リード１１２等の、神経性刺激を供給するためのリードの抜去または破損
を検出する。一実施形態では、リードの抜去または破損の検出時に、リード状態分析器９
６６は、ユーザインターフェース３３０を通してユーザに提示される警告信号またはメッ
セージを発生させる。
【００４０】
　神経損傷分析器９６８は、刺激閾値の変化および／または喉頭部活動を示す信号の振幅
の変化を経時的にモニタリングすることによって、神経損傷を検出する。喉頭神経は、遠
心性神経線維を含む。刺激部位と喉頭との間の神経路に生じる神経損傷は、迷走神経刺激
への喉頭部反応の欠如または弱化によって示される。弱くなった喉頭部反応は、神経損傷
の早期指示としての機能を果たしてもよい。それに応じて、適切な治療が適用されてもよ
く、それにより、神経損傷が重大な機能障害と関連する程度まで進行するのを防ぐ。一実
施形態では、神経損傷分析器９６８は、刺激閾値の変化を経時的にモニタリングし、刺激
閾値の変化の速さを判定し、刺激閾値の変化の速さに基づいて神経損傷を検出する。別の
実施形態では、神経損傷分析器９６８は、規定の刺激強度で神経性刺激を経時的に供給す
ることに応じて、喉頭部活動を示す信号の振幅をモニタリングし、喉頭部活動を示す信号
の振幅の変化の速さを判定し、喉頭部活動を示す信号の振幅の変化の速さに基づいて神経
損傷を検出する。別の実施形態では、神経損傷分析器９６８は、神経損傷の指示として神
経伝導速度の大きな変化を検出する。具体的実施形態では、神経損傷分析器９６８は、神
経伝導時間対推定神経伝導距離の比率として、神経伝導速度を測定し、神経伝導速度の経
時的な変化に基づいて神経損傷を検出する。神経伝導時間は、刺激の供給と喉頭部活動を
示す信号における誘出反応の開始との間の時間間隔である。別の具体的実施形態では、神
経損傷分析器９６８は、刺激の供給と喉頭部活動を示す信号における誘出反応の開始との
間の時間間隔である、神経伝導時間を測定し、神経伝導時間の経時的な変化に基づいて神
経損傷を検出する。一実施形態では、考えられる神経損傷の検出時に、神経損傷分析器９
６８は、ユーザインターフェース３３０を通してユーザに提示される警告信号またはメッ
セージを発生させる。
【００４１】
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　提示処理回路９７０は、ユーザインターフェース３３０を通した１つ以上の形態でのユ
ーザへの提示のために、喉頭部活動を示す信号を処理する。一実施形態では、提示処理回
路９７０はまた、ユーザインターフェース３３０を通したユーザへの提示のために、他の
信号、メッセージ、および／または、喉頭部活動、リード状態、神経損傷、および／また
は他の関連情報に関するインジケータも処理する。
【００４２】
　図１０は、ユーザインターフェース１０３０の実施形態を図示するブロック図である。
ユーザインターフェース１０３０は、ユーザインターフェース３３０の具体的実施形態で
あり、提示装置１０７２およびユーザ入力装置１０８０を含む。提示装置１０７２は、１
つ以上の形態で喉頭部活動および神経性刺激のインジケータを提示する。ユーザ入力装置
１０８０は、ユーザが、コマンドおよびパラメータを入力することによって神経性刺激を
制御し、喉頭部活動および神経性刺激がどのように示されるかを選択することによって提
示装置１０８０を制御することを可能にする。
【００４３】
　図示した実施形態では、提示装置１０７２は、音声提示装置１０７４および視覚提示装
置１０７６を含む。音声提示装置１０７４は、喉頭部活動を示す可聴音を生成する、スピ
ーカ１０７５を含む。可聴音は、喉頭が振動する周波数および／または喉頭部活動の大き
さを示す音程を有する。一実施形態では、可聴音は、喉頭が振動する周波数を示す音程、
および喉頭部活動の大きさを示す音量を有する。神経性刺激が電気パルスとして供給され
ると、刺激周波数（電気パルスが供給される周波数）が増加するにつれて、喉頭における
筋反応は、攣縮反応から暫定的反応（パルス列全体の供給中に筋肉が収縮されたままであ
ることを意味する）に変化してもよい。一実施形態では、刺激周波数は、電気パルスの供
給が暫定的反応ではなく攣縮反応を誘出するように、選択される。したがって、喉頭が振
動する周波数は、刺激周波数であり、喉頭部活動の大きさは、刺激強度の関数である。
【００４４】
　視覚提示装置１０７６は、画面１０７７、発光ダイオード（ＬＥＤ）１０７８、および
ゲージ１０７９を含む。画面１０７７は、喉頭部活動を示す信号および神経性刺激を示す
信号を表示する。神経性刺激を示す信号の例は、神経性刺激マーカ、および電極１１６Ａ
－Ｂ等の刺激電極によって感知される迷走神経活動を示す神経信号を含む。様々な実施形
態では、画面１０７７はさらに、心電図（ＥＣＧ）等の１つ以上の感知した生理学的信号
、ならびに、喉頭部活動、リード状態、神経損傷、および／または他の関連情報に関する
様々な信号、メッセージ、および／またはインジケータを表示する。ＬＥＤ１０７８はそ
れぞれ、喉頭部活動を示す信号の振幅が所定の閾値を超えると、オンになる。ＬＥＤ１０
７８のうちの１つ以上とそれぞれ関連する複数の異なる閾値は、喉頭部活動を示す信号の
振幅に従って、ＬＥＤ１０７８のそれぞれの選択的点灯を可能にする。一実施形態では、
ゲージ１０７９は、画面１０７７に表示される画像の形態である。別の実施形態では、ゲ
ージ１０７９は、画面１０７７から分離される装置である。
【００４５】
　図１１は、外部システム１２０、２２０、３２０、または４２０の実施形態である、外
部プログラマ１１２０の図解である。図示した実施形態では、外部プログラマ１１２０は
、スピーカ１０７５、画面１０７７、ＬＥＤ１０７８、およびゲージ１０７９を含む。他
の実施形態では、外部プログラマ１１２０は、スピーカ１０７５、画面１０７７、ＬＥＤ
１０７８、およびゲージ１０７９のうちのいずれか１つ以上を含む。図示した実施形態で
は、画面１０７７は、喉頭部活動を示す信号のトレース、神経性刺激を示す信号、トレー
スおよびＥＣＧ信号、ならびに、喉頭部活動、リード状態、神経損傷、および／または他
の関連情報に関する様々な信号、メッセージ、および／またはインジケータを表示するエ
リア１１８２を含む。
【００４６】
　プログラマ１１２０は、喉頭部活動を示す信号を受信し、ユーザがコマンドおよびパラ
メータを入力することを可能にすることによって、神経性刺激を制御する。図示した実施
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形態では、プログラマ１１２０は、センサ入力１１８４および刺激出力１１８５を含む。
活動センサ５１０は、喉頭部活動を示す信号を感知し、ケーブル５１１、およびセンサ入
力１１８４に取り外し可能に接続されるコネクタ５４２を通して、プログラマ１１２０に
感知した信号を伝送する。刺激出力１１８５に取り外し可能に接続されたコネクタ１１８
７およびコネクタ１１９を伴うケーブル１１８は、リード１１２上の刺激電極１１６Ａ－
Ｂ等の刺激電極への接続を提供する。このことは、プログラマ１１２０の神経性刺激回路
からの神経性刺激の供給を可能にする。一実施形態では、プログラマ１１２０はまた、遠
隔測定を介して活動センサ５１０から、喉頭部活動を示す信号を受信することも可能であ
る。一実施形態では、プログラマ１１２０はまた、遠隔測定を介した埋込型医療機器の神
経性刺激回路からの神経性刺激の供給を制御することも可能である。
【００４７】
　図１２は、喉頭部活動を示す信号を使用して迷走神経刺激の効果を分析するための方法
１２００の実施形態を図示する、フローチャートである。一実施形態では、方法１２００
は、システム１００または２００によって行われる。
【００４８】
　喉頭部活動を示す信号は、１２１０で感知される。神経性刺激は、１２２０で迷走神経
に供給される。喉頭部活動を示す信号は、１２３０で調整されて、喉頭部活動を示す感知
した信号の他の成分から、神経性刺激の供給に起因する喉頭部活動を隔離する。神経性刺
激の供給の効果は、喉頭部活動を示す信号を使用して、１２４０で分析される。喉頭部活
動および神経性刺激の供給のインジケータは、１２５０で提示される。一実施形態では、
喉頭部活動を示す可聴音が生成される。具体的実施形態では、可聴音は、喉頭部活動の大
きさを示す音程を有する。別の具体的実施形態では、可聴音は、喉頭が振動する周波数を
示す音程、および喉頭部活動の大きさを示す音量を有する。別の実施形態では、喉頭部活
動の視覚指示が発生される。視覚指示の例は、喉頭部活動を示す信号のトレース、神経性
刺激を示す信号、および喉頭部活動の大きさを示すゲージを含む。
【００４９】
　図１３は、喉頭部活動を示す信号を使用して神経性刺激の刺激閾値を自動的に判定する
ための方法１３００の実施形態を図示する、フローチャートである。刺激閾値は、迷走神
経を捕獲するために必要とされる最小刺激強度を示す。一実施形態では、方法１３００は
、刺激閾値分析器９６２によって行われる。
【００５０】
　神経性刺激の刺激強度（ＳＩ）は、１３１０で初期強度に設定される。一実施形態では
、初期強度は、経験的に判定されたパラメータである。一実施形態では、初期強度は、ユ
ーザによって選択される。神経性刺激は、電気パルスとして供給され、ＳＩは、（電圧ま
たは電流）および電気パルスのそれぞれのパルス幅によって制御される。
【００５１】
　１３１２では、神経性刺激がＳＩで迷走神経に供給される。神経捕獲は、喉頭部活動を
示す信号の振幅を神経捕獲閾値と比較することによって、１３１４で喉頭部活動を示す信
号を使用して検出されている。喉頭部活動を示す信号の振幅が神経捕獲閾値を超える場合
、神経捕獲は１３１６で検出される。
【００５２】
　神経捕獲が１３１６で検出されない場合、ＳＩが規定の最大ＳＩに到達したかどうかが
１３１８で判定される。１３２０でＳＩが規定の最大ＳＩに達した場合、１３２４で、刺
激電極は位置付け直されるか、または規定の最大ＳＩを増加させる、および／または刺激
閾値を減少させるために他のアプローチを取らなければならない。一実施形態では、刺激
電極は、電子的に、「位置付け直される」か、または選択される。神経性刺激は、複数の
利用可能なセットの刺激電極から電子的に選択される、一式の活性刺激電極を使用して迷
走神経に供給され、電子的に位置付け直すことは、一式の活性刺激電極となるように異な
る一式の利用可能な刺激電極を電子的に選択することを意味する。１３２０でＳＩが規定
の最大ＳＩに到達していなかった場合、ＳＩは１３２２でΔＳＩ分増加され、方法１３０
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０は、１３１２に戻ってそこから継続する。一実施形態では、刺激閾値は、規定のパルス
幅における電気パルスの電圧として判定される。具体的実施形態では、ΔＳＩは、約０．
２Ｖである。
【００５３】
　神経捕獲が１３１６で検出された場合、電流ＳＩは、刺激強度が増加されていくにつれ
て神経捕獲が検出される、最小捕獲強度である。１３２６で、ＳＩは最小捕獲強度から減
少され、ΔＳＩ’は減分ステップである。一実施形態では、ΔＳＩ’およびΔＳＩは、同
じ値に設定される。具体的実施形態では、ΔＳＩ’は、約０．２Ｖである。
【００５４】
　１３２８では、神経性刺激が（減少した）ＳＩで供給される。神経捕獲は、喉頭部活動
を示す信号の振幅を神経捕獲閾値と比較することによって、１３３０で喉頭部活動を示す
信号を使用して検出されている。喉頭部活動を示す信号の振幅が神経捕獲閾値を超える場
合、神経捕獲は１３３２で検出される。
【００５５】
　神経捕獲が１３３２で検出される場合、方法１３００は、１３２６に戻り、ＳＩをさら
に減少させて、そこから継続する。神経捕獲が１３３２で検出されない場合、１３２６で
の最後の減少の前のＳＩは、１３３４で刺激閾値に設定される。すなわち、刺激閾値（Ｓ
Ｔ）は、電流ＳＩ（１３２６後）プラスΔＳＩ’である。
【００５６】
　図１４は、喉頭部活動を示す信号を使用して、神経性刺激を急性的または慢性的にモニ
タリングおよび滴定するための方法１４００の実施形態を図示する、フローチャートであ
る。方法１４００は、埋込型神経性刺激システムの埋込の間または後に行われる。一実施
形態では、方法１４００は、システム１００および／または２００で行われる。
【００５７】
　喉頭部活動を示す信号は、１４１０で感知される。神経性刺激は、１４２０で迷走神経
に供給される。喉頭部活動は、神経性刺激への迷走神経の反応を示す。反応は、例えば、
刺激電極の位置、刺激パラメータ、リードおよび／または刺激電極の状態等の神経性刺激
システムの状態、神経損傷の存在および進行、および刺激電極の埋め込み後の刺激電極を
取り囲む組織の治癒に依存する。
【００５８】
　神経性刺激の供給は、１４３０で埋込型医療機器の埋め込み中に最適化される。このこ
とは、例えば、１４３２で刺激電極を位置付けるステップ、および１４３４で刺激電極と
関連する刺激パラメータを最適化するステップを含む。様々な実施形態では、１４３２お
よび１４３４は、各刺激電極または各対の刺激電極に対して行われる。刺激電極は、喉頭
部活動を示す信号を使用して迷走神経に神経性刺激を供給するために配置される。一実施
形態では、刺激電極は、経静脈リードの遠位端上に組み込まれる。経静脈リードは、刺激
電極が内頸静脈中の近似標的領域内の位置にあるように、静脈系に挿入される。刺激閾値
は、喉頭部活動を示す信号を使用して、その位置に対して、方法１３００を行う等によっ
て、自動的に判定される。刺激閾値が満足ではない場合は、刺激電極は、標的領域内の別
の位置に配置され、刺激閾値は、新しい位置に対して判定される。再位置決めおよび閾値
判定は、満足な刺激閾値が得られるまで繰り返される。一実施形態では、再位置決めは、
電子的に行われる。神経性刺激は、複数の利用可能な刺激電極から電子的に選択される、
活性刺激電極を使用して供給され、刺激電極を別の位置に配置することは、活性刺激電極
となるように、別の位置に配置された利用可能な刺激電極を電子的に選択することを意味
する。別の実施形態では、経静脈リードが挿入され、刺激電極が近似標的領域内の位置に
なった後に、刺激電極を使用して、最小電流が迷走神経に供給される。振幅は低く保たれ
るが、感知できる喉頭部活動を発生させるのに十分である。喉頭部活動を示す信号の振幅
がモニタリングされる一方で、刺激電極は、近似標的領域内の位置を評価するように移動
される。刺激電極は、喉頭部活動を示す信号の振幅と関連する場所で永久的に位置付けら
れる。
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【００５９】
　刺激電極が１４３２で位置付けられた後、刺激電極と関連する刺激パラメータが１４３
４で最適化される。一実施形態では、このことは、刺激電極の永久的な位置に対して、方
法１３００を行う等によって、刺激電極と関連する刺激閾値を自動的に判定するステップ
を含む。刺激電極と関連する刺激強度は、所定差分刺激閾値を超える値に刺激強度を設定
すること等によって、刺激閾値に基づいて慢性的使用に対してプログラムされる。
【００６０】
　神経性刺激の供給は、１４４０で装置の埋込後にモニタリングおよび滴定される。この
ことは、例えば、１４４２で刺激パラメータを最適化するステップ、１４４４でリードま
たは刺激電極状態をモニタリングするステップ、１４４６で神経損傷を検出するステップ
、および１４４８で治癒過程をモニタリングするステップを含む。様々な実施形態では、
１４４０またはその任意の部分は、ほぼ周期的等、規定のスケジュールに従って、フォロ
ーアップ検査中にユーザによって行われる。
【００６１】
　刺激パラメータは、１４４２で最適化される。一実施形態では、このことは、方法１３
００を行う等によって、各刺激電極と関連する刺激閾値を自動的に判定するステップを含
む。電極と関連する刺激閾値が以前の測定から大幅に変化した場合、所定差分新しい刺激
閾値を超える値に刺激強度を設定すること等によって、刺激電極と関連する刺激強度は、
新しい刺激閾値に基づいて調整される。
【００６２】
　リードまたは刺激電極装置の状態は、１４４４でモニタリングされる。このことは、例
えば、リードの考えられる変位、抜去、および破損の検出を含む。考えられるリード問題
は、刺激閾値の測定間の刺激閾値の大きな異常変化によって示される。
【００６３】
　神経損傷は、１４４６で検出される。一実施形態では、神経損傷は、刺激閾値の変化を
経時的にモニタリングすることによって検出される。考えられる神経損傷は、刺激閾値の
検出した異常な変化の速さによって示される。別の実施形態では、神経損傷は、規定の刺
激強度で神経性刺激を経時的に供給することに応じて、喉頭部活動を示す信号の振幅をモ
ニタリングすることによって、検出される。考えられる神経損傷は、喉頭部活動を示す信
号の振幅の検出した異常な変化の速さによって示される。１４４６での神経損傷検出は、
即時治療を必要とする神経損傷の早期発見を可能にして、重大な機能障害に発展すること
を防ぐ。
【００６４】
　治癒過程は、１４４８でモニタリングされる。埋込型医療機器およびリードまたは刺激
電極の埋込後、埋込中に損傷した組織が治癒し、身体と埋め込んだシステムとの間の接合
部分が安定するのに、数週間または数ヶ月かかる場合がある。刺激閾値の変化を経時的に
モニタリングすることによって、この治癒過程がモニタリングされる。安定化した刺激閾
値は、治癒過程が実質的に完了したかもしれないという指示である。
【００６５】
　上記の詳細な説明は、限定的ではなく、例示的となることを目的とすることが理解され
る。上記の説明を読んで理解すると、他の実施形態が当業者にとって明白となるであろう
。したがって、本発明の範囲は、添付の請求項を参照して、そのような請求項が享受でき
る同等物の全範囲とともに、決定されるべきである。
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