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(57)【要約】
　睡眠呼吸障害を治療するための療法を自動的に実装す
るためのシステムと方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　睡眠呼吸障害のための処置治療を施すシステムであって、
　生理学的状態を検出するように構成されるセンサのアレイを含む検出モジュールであっ
て、前記アレイは身体活動センサ、身体姿勢センサ及び呼吸センサのうちの少なくとも１
つを含む検出モジュールと、
　前記検出モジュールと通信状態にある植込み可能なパルス発生器であって、
　　少なくとも前記個々の身体活動センサ及び身体姿勢センサを介して生理学的状態を検
出することにより、睡眠兆候行動を検出するための第１の状態と、
　　睡眠呼吸障害行動を検出すべく前記検出される生理学的状態を監視するための第２の
状態であって、前記検出される睡眠兆候行動が第１の基準に適合すると前記治療マネージ
ャは前記第２の状態へ移行する第２の状態と、
　　神経刺激信号を吸息と同期して気道開存性関連神経へ印加するための第３の状態であ
って、前記治療マネージャは、前記第２の状態において第２の基準を超える睡眠呼吸障害
行動を検出した時点で前記第３の状態へ移行する第３の状態と、
において動作するように構成される自動治療マネージャを含む植込み可能なパルス発生器
と
を備えるシステム。
【請求項２】
　前記自動治療マネージャは、動作の前記第２の状態への進入時に、動作の前記第１の状
態を動作の前記第２の状態と略同時的に保全させるように構成される漸進的機能を含み、
　前記自動治療マネージャの前記漸進的機能は、動作の前記第３の状態への進入時に、動
作の個々の前記第１及び第２の状態を動作の前記第３の状態と略同時的に保全させるよう
に構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記自動治療マネージャは、
　動作の前記第３の状態への進入時に、動作の前記第２の状態を中断しながら動作の前記
第１の状態を動作の前記第３の状態と略同時的に保全させるように構成される出力管理機
能、及び、
　前記検出される睡眠兆候行動が前記第１の基準に適合しない時点で、動作の前記第１の
状態を保全しながら動作の前記個々の第２及び第３の状態を終了させるように構成される
復帰機能、のうちの少なくとも一方を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記検出される睡眠兆候行動は、前記身体位置センサを介して測定される身体姿勢と、
前記身体活動センサを介して測定される身体活動とを含み、
　前記身体位置センサを介して測定される略垂直な身体姿勢は前記第１の基準に適合せず
、かつ前記身体活動センサを介して測定される１０秒を超える身体活動は前記第１の基準
に適合しない、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記自動治療マネージャは、前記検出モジュールと協働して生理学的状態のサンプリン
グを、前記第２の状態において患者の身体活動の量とサンプリングの頻度との間の反比例
関係に従った間隔で実行するように構成される、よってより高い患者身体活動度を検出し
た時点でより低い頻度の生理学的状態のサンプリングを実行しかつより低い患者身体活動
度を検出した時点でより高い頻度の生理学的状態のサンプリングを実行する確率的サンプ
リング機能を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記自動治療マネージャは、
　反復的な夜間時間期間の間は動作の前記第１の状態を中断し、かつ、
　前記反復的な夜間時間期間の間に動作の前記第２の状態への進入を開始し、前記反復的
な夜間時間期間が経過した時点で動作の前記第２の状態から退出させるように構成される
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自動夜間治療機能を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記自動治療マネージャは、
　前記睡眠呼吸障害行動が第２のしきい値を下回ることを検出した時点で、動作の前記第
３の状態を中断しかつ動作の前記個々の第１及び第２の状態を保全するように構成される
中断機能、及び、
　動作の前記第１の状態において睡眠状態を検出した時点で、動作の前記第２の状態をバ
イパスして即座に動作の前記第３の状態を実装するように構成されるバイパス機能、のう
ちの少なくとも一方を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記自動治療マネージャは、
　周期的中断の間は動作の前記個々の第１及び第２の状態を保全しながら動作の第３の状
態を周期的に中断し、
　前記監視される睡眠呼吸障害行動が前記第２の基準を超えているかどうかを検出し、か
つ、
　前記監視される睡眠呼吸障害行動が前記第２の基準に適合しなければ、動作の前記第３
の状態の中断を保全すること、または前記監視される睡眠呼吸障害行動が前記第２の基準
に適合するか超えていれば、動作の前記第３の状態を再開することの少なくとも一方を実
装するように構成される周期的中断機能を含み、
　前記周期的中断機能は、動作の前記第３の状態を前記睡眠呼吸障害行動の重症度スコア
に反比例する頻度で、かつ予め決められた中断時間期間に渡って周期的に中断するように
構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記周期的中断機能は、少なくとも、
　毎日の睡眠期間の初期睡眠段階の間は、動作の前記第３の状態の中断を自動的に差し控
えるように構成され、かつ、
　前記監視される睡眠呼吸障害行動が前記第２の基準を略超過していることを検出した時
点で、毎日の睡眠期間に渡って動作の前記第３の状態の中断を自動的に差し控えるように
構成されるかの何れかである、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記自動治療マネージャは、動作の前記第１及び第２の状態の間に、
　仰臥位と、略垂直位置と、側臥位との間の姿勢の略変化を検出し、かつ、
　前記略変化を検出した時点で、睡眠呼吸障害行動を監視するために動作の前記第３の状
態を中断するように構成される姿勢変化機能を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記姿勢変化機能は、前記姿勢の変化が仰臥位から側臥位への変化であれば、睡眠呼吸
障害行動が前記第２の基準を超えているかどうかを識別するために動作の前記第２の状態
を保全しながら動作の前記第３の状態を中断するように構成される、請求項１１に記載の
システム。
【請求項１２】
　前記自動治療マネージャは、
　患者が仰臥位にある時点で、動作の前記第３の状態において前記刺激信号を介して第１
の治療処方を提供し、かつ患者が側臥位にある時点で、動作の前記第３の状態において前
記刺激信号を介して第２の治療処方を提供するように構成される第１の姿勢変化機能であ
って、前記第２の治療処方は前記第１の治療処方より積極性が略少ない第１の姿勢変化機
能、及び、
　患者が左側臥位または右側臥位の一方にある時点で、動作の前記第３の状態において前
記刺激信号を介して第１の治療処方を提供し、かつ患者が前記個々の左右側臥位のもう一
方の位置にある時点で、動作の前記第３の状態において前記刺激信号を介して第２の治療
処方を提供するように構成される第２の姿勢変化機能であって、前記第２の治療処方は前
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記第１の治療処方より積極性が略少ない第２の姿勢変化機能、のうちの少なくとも一方を
含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記自動治療マネージャは、
　動作の前記第１の状態を第１の出力量を用いて実装し、
　動作の前記第２の状態を、前記第１の出力量より大きい第２の出力量を用いて実装し、
　動作の前記第３の状態を、前記第１の出力量または前記第２の出力量の何れかより略大
きい第３の出力量を用いて実装するように構成される出力管理機能を含み、
　前記出力管理機能は、動作が前記第１の状態で発生しかつ患者の身体活動が前記第１の
しきい値より上であれば、前記第２の出力量による前記第２の状態における動作を防止し
、または前記第３の出力量による前記第３の状態における動作を防止するように構成され
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記自動治療マネージャは、前記第２の状態において動作する場合、呼吸圧力信号の振
幅の略変化と略同時に発生する経胸的生体インピーダンス信号の振幅の略変化を検出した
時点で前記睡眠呼吸障害行動が前記第２の基準を超えていると識別することによって睡眠
呼吸障害行動を検出する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記自動治療マネージャは、前記睡眠呼吸障害行動が前記第２のしきい値を超えている
ことを、
　前記睡眠呼吸障害行動の少なくとも一部と略同時的に発生する増大された心拍数を識別
するように構成される心拍数パラメータ、
　前記睡眠呼吸障害行動の少なくとも一部と略同時的に発生する血中酸素飽和度の減少を
識別するように構成される血液酸素パラメータ、または、
　少なくとも前記睡眠呼吸障害行動の一部の間に開始される過呼吸の発生を識別するよう
に構成される過呼吸パラメータ、または、
　前記身体活動センサ及び前記身体姿勢センサのうちの少なくとも一方を介して、前記睡
眠呼吸障害行動の少なくとも一部と略同時的に発生する覚醒を識別するように構成される
覚醒パラメータ、
のうちの少なくとも１つを含む追加的なパラメータを介して識別するように構成される、
請求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００８年１１月１９日を出願日とする「睡眠時無呼吸の治療方法」と題す
る米国仮特許出願第６１／１１６，１４９号に対して優先権を主張する非仮出願であり、
上記仮特許出願は本参照により開示に含まれる。
【０００２】
　本開示は、概して患者の軟部組織を刺激しかつ監視するための植込み可能な刺激システ
ムに関し、より具体的には、本開示は、睡眠時無呼吸の治療処置を自動的に開始しかつ調
整する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　睡眠時無呼吸は、概して睡眠中の呼吸停止を指す。閉塞性睡眠時無呼吸（ＯＳＡ）と呼
ばれる睡眠時無呼吸の１つのタイプは、上気道の閉塞及び／または圧潰に起因する睡眠中
の反復的呼吸停止によって特徴づけられ、通常、血中酸素飽和度の低下を伴う。
【０００４】
　閉塞性睡眠時無呼吸及び低呼吸等の睡眠呼吸障害行動の治療の１つは、顎下の首領域に
位置する舌下神経へ電気刺激を送ることを含んでいる。このような刺激治療は、上記道の
開存性を保つために上気道の筋肉を活性化させる。睡眠時無呼吸の治療では、塞がれた気
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道を介して呼吸する困難さから結果的に生じる増大された呼吸努力が、呼吸の吸気相の間
に気道を開いて保つ上気道筋または上気道筋群の同期刺激によって回避される。例えば、
オトガイ舌筋は、睡眠時無呼吸の治療中に、舌下神経の周りに置かれる神経カフ電極によ
って刺激される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本開示の一実施形態による植込み可能な刺激システムを示す略図である。
【図２】本開示の一実施形態による、呼吸圧力センサの配置方法を示す略図である。
【図３Ａ】本開示の一実施形態による植込み可能なパルス発生器のブロック図である。
【図３Ｂ】本開示の一実施形態による、植込み可能なパルス発生器と、患者用プログラマ
と、医師用プログラマとを含む治療システムのブロック図である。
【図４Ａ】本開示の一実施形態による、異なる動作状態を含む多層的治療システムのブロ
ック図である。
【図４Ｂ】本開示の一実施形態による、無呼吸を検出するために連続するサンプル間の時
間間隔を決定するための確率的プロファイルを略示するグラフである。
【図４Ｃ】本開示の一実施形態による、無呼吸を検出するために刺激が中断される頻度を
決定するための確率的プロファイルを略示するグラフである。
【図４Ｄ】本開示の一実施形態による、無呼吸を検出するために刺激を中断する方法を略
示するブロックフロー図である。
【図４Ｅ】本開示の一実施形態による、睡眠検査パラメータと植込み可能なパルス発生器
に関連づけられる治療パラメータとを相関させる方法を略示するフロー図である。
【図４Ｆ】本開示の一実施形態による、睡眠検査パラメータと植込み可能なパルス発生器
に関連づけられる治療パラメータとの相関プロファイルを略示するブロック図である。
【図４Ｇ】本開示の一実施形態による、植込み可能なパルス発生器の指数を略示するチャ
ートである。
【図４Ｈ】本開示の一実施形態による、睡眠検査に対して較正される植込み可能なパルス
発生器システムに基づく治療方法を略示するフロー図である。
【図５】本開示の一実施形態による、生体インピーダンス信号を介する無呼吸の検出を略
示するグラフ配列である。
【図６】本開示の一実施形態による、呼吸圧力信号を介する無呼吸の検出を略示するグラ
フ配列である。
【図７Ａ】本開示の一実施形態による、生体インピーダンス信号及び呼吸圧力信号のマッ
ピングを介する無呼吸の検出を略示するグラフ配列である。
【図７Ｂ】本開示の一実施形態による、呼吸圧力信号に対する生体インピーダンス信号の
マッピングを介する呼吸状態のグリッドを略示するグラフである。
【図７Ｃ】本開示の一実施形態による、睡眠呼吸障害行動の検出方法を示すフロー図であ
る。
【図８Ａ】本開示の一実施形態による、治療のレベルを自動調整する方法を示すフロー図
である。
【図８Ｂ】本開示の一実施形態による、治療のレベルを自動調整する方法を示すフロー図
である。
【図９】本開示の一実施形態による、睡眠呼吸障害行動を治療するためのシステムの自動
滴定（auto-titrate）モジュールを示すブロック図である。
【図１０】本開示の一実施形態による、無呼吸の治療方法に適用される刺激良好度機能を
略示するグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本開示の態様及び特徴は、これらが本開示の実施形態に関する下記の詳細な説明を添付
の図面に関連して考察する際の参照によってより良く理解されるにつれて認識されるであ
ろう。
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【０００７】
　以下の詳細な説明は本来単に例示的なものであって、本開示または本出願及び本開示の
用途を限定するためのものではない。さらに、これまでに述べた技術分野、背景技術また
はこれ以後の詳細な説明において提示される如何なる明示的または暗示的理論によっても
拘束される意図は存在しない。
【０００８】
　図１は、本開示の一実施形態による植込み可能な刺激システムを示す略図である。本シ
ステムは、閉塞性睡眠時無呼吸、低呼吸及び／または中枢性睡眠時無呼吸等の睡眠呼吸障
害行動を治療するように適合化されている。図１に示されているように、本開示の一実施
形態による植込み可能な刺激システム１０の１つの例は、患者２０の胸部内に外科的に位
置合わせされることが可能である植込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）５５と、ＩＰＧ５
５の接続ポート内に位置合わせされるコネクタ（不図示）を介してＩＰＧ５５と電気結合
される刺激リード線５２とを含む。リード線５２は神経カフ電極または電極システム６５
を含み、かつ、後に詳述するように、電極システム６５が神経５３の刺激を有効化すべく
患者２０の舌下神経５３等の所望される神経に近接して位置合わせされるように、ＩＰＧ
５５から延びる。実施形態によっては、後にさらに詳述するように、一方のリード線５２
が身体左側の神経に対して結合されるために植え込まれ、かつもう一方のリード線５２が
身体の第２の側面の神経に対して結合されるために植え込まれるように、２つのリード線
５２が装備されることは理解されるであろう。例えばリード線５２が利用されてもよい例
示的な植込み可能刺激システムは、Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒｓｏｎらの米国特許第６，５
７２，５４３号に記述されている。上記特許は、本参照によりその全体が開示に含まれる
。この例示的なシステムでは、ＩＰＧ５５へセンサリード線５７が電気結合され、呼吸努
力を検出するために患者２０内にセンサまたはトランスデューサ６０が位置合わせされ得
るようにＩＰＧ５５から延びる。
【０００９】
　実施形態によっては、システム１０は、呼吸機能に関連づけられるさらなる生理学的デ
ータを取得するために追加のセンサも備える。例えば、システム１０は、経胸的生体イン
ピーダンス信号、心電図（ＥＣＧ）信号または他の呼吸関連信号を測定するために胸部を
中心として分散される様々なセンサ（例えば、図１におけるセンサ６７、６８、６９）を
含んでもよい。
【００１０】
　実施形態によっては、睡眠呼吸障害行動を治療するための検出及び刺激システムは、睡
眠呼吸障害と診断された患者に治療上の解決手法を提供する完全植込型のシステムである
。他の実施形態において、本システムの１つまたは複数のコンポーネントは患者の体内に
植え込まれない。このような非植込型コンポーネントの幾つかの非限定的な例には、外部
センサ（呼吸、インピーダンス、他）、外部処理ユニットまたは外部電源が含まれる。当
然ながら、さらに、本システムの植え込まれる部分（単数または複数）が、本システムの
植え込まれる部分から本システムの外部部分へ、またはその反対へのデータ信号及び／ま
たは制御信号の伝送を可能にする通信経路を提供することは理解される。通信経路は、高
周波（ＲＦ）テレメトリリンクまたは他の無線通信プロトコルを含む。
【００１１】
　部分的に植込み可能であるか完全に植込み可能であるかに関わらず、本システムは、吸
息中に舌下神経（または舌突出または他の筋肉収縮／弛緩による気道開存性への影響に関
連する他の神経）を刺激し、これにより睡眠中の上気道内の閉塞または閉鎖を防止するよ
うに設計される。ある実施形態では、本植込み可能システムは、植込み可能なパルス発生
器（ＩＰＧ）と、末梢神経カフ刺激リード線と、圧力検出リード線とを備える。
【００１２】
　ある実施形態では、センサ６０は、後に図２に関連してさらに述べるように、胸腔内配
置または胸腔外配置（肋間配置を含むがこれに限定されない）を介して胸膜との圧力連続
性を有する部位に外科的に植え込まれる呼吸圧力センサである。センサ６０を配置するた
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めのロケーションは、少なくとも部分的に遅延の関数として、即ち呼吸の起点からセンサ
位置へ伝搬する呼吸努力の圧力波形特性に関連づけられる伝搬時間の関数として選ばれる
。選ばれるロケーションは、ある特定のロケーションにおいて使用可能な検出信号を達成
するために必要なフィルタリングの量、即ち、例えば心臓波形活動を除去するために必要
なフィルタリング等の所望される特性に関連づけられる波形以外の波形を除去するために
必要なフィルタリングの量の関数でもある。センサ６０の位置合わせは、ＩＰＧ５５が呼
吸努力波形情報を受信しかつこの情報を用いて治療のデリバリを制御することを有効化す
る。
【００１３】
　図２に略示されているように、本開示の一実施形態において、植込み可能な刺激システ
ム１０は検出システム７０を備え、この検出システム７０は、呼吸圧力センサ７１をセン
サ７１が肺８０の間近に位置合わせされるように胸腔内空間９０内部に配置すべく構成さ
れるリード線７５を含む。この配置において、センサ７１は、胸膜における呼吸圧力に対
して直接に結合された状態になる。別の態様では、胸腔内空間９０は、壁側胸膜７８と肺
胸膜７９との間の腔を含む。最後に、図２が、例示を目的として、隣接する解剖学的構造
間の十分なスペーシングを示していることは理解されるであろう。
【００１４】
　この一実施形態において、リード線７５は、その遠位端でセンサ７１を支持するリード
線本体７２と、リード線本体７２のより近位な部分に位置決めされるアンカ７４（翼状の
固定部材等）とを含む。アンカ７４は、センサ７１の植込みに続いてセンサ７１がセンサ
の膜部分を肺８０沿いに面するように方向づけるべく位置合わせされたままであることを
確実にする。リード線本体７２は、ＩＰＧ５５（図１）がセンサ７１からセンサ波形を受
信するように、肋間空間９１を介して胸腔内空間９０内へ（参照数字８８で示されるよう
なセンサ７１及びリード線本体７２のポジションで）位置合わせされ、これにより、ＩＰ
Ｇ５５（図１）は、本開示の実施形態による治療処置処方に従って吸息と同時に電気刺激
を送ることが可能となる。
【００１５】
　図２によってさらに示されているように、リード線７５は、リード線本体７２がセンサ
７１を概して９０の番号表示で示されているような胸腔内へ配置すべく肋間空間（例えば
、２本の肋骨８６間）を介して延びるように挿入される。ある実施形態において、リード
線７５は、密封ハウジング内に嵌め込まれかつ呼吸に関連づけられる胸腔内圧を監視でき
る圧電結晶を組み入れる。他の実施形態では、呼吸圧力の監視は、（胸腔内圧の監視に加
えて、またはその代わりに）呼吸圧力を指示する他の生理学的データの監視を含む。セン
サ７１はＩＰＧ５５（図１）によって電力を供給され、かつＩＰＧ５５は、リード線７５
からの呼吸信号を受け入れかつ処理するための内部回路も含む。
【００１６】
　ある実施形態において、本システムは、センサ７１が胸腔内に配置される場所から遠く
に（数センチメートル程度の距離で）位置決めされるリードアンカ７４を含む。センサ及
びリード線上の組織の移動は、望ましくない信号成分を誘導するだけでなく、移行／移動
に繋がる可能性があり、よって、リード線本体７２をリード線７５が胸腔へ進入する場所
の近くへ固定することは当然とされる。この点を考慮して、アンカ７４は、植込みの間に
肋骨内面の筋肉または筋膜等の皮下結合組織へ縫合され、かつアンカ７４はリード線本体
７２へ定着または固定され、滑動は許容されない。
【００１７】
　他の実施形態では、呼吸センサ７１は胸腔内空間の外部に置かれる。さらに他の実施形
態では、呼吸センサは、気流センサ、圧力センサ、容積センサ、加速度計、音響センサ、
温度センサ、機械的歪センサまたは努力センサのうちの任意のものであってもよい。
【００１８】
　ある実施形態において、呼吸圧力の検出は、２００９年５月１５日が出願日である「植
込み可能な刺激システムにおける呼吸圧力の検出方法と装置」と題するＰＣＴ特許出願第
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ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０４４２０７号に開示されている呼吸検出方法及びシステムに略
類似する方法で実装される。上記出願は、本参照により開示に含まれる。
【００１９】
　図３Ａは、本開示の一実施形態による植込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）１００を略
示するブロック図である。ある実施形態において、ＩＰＧ１００は、図１のＩＰＧ５５と
少なくとも略同一の特徴及び属性を備える。図３Ａに示されているように、ＩＰＧ１００
は、検出モジュール１０２と、刺激モジュール１０４と、治療マネージャ１０６と、電力
管理モジュール１０８と、メモリ１１１を有するコントローラ１１０と、通信モジュール
１１２とを含む。
【００２０】
　メモリモジュール１１１を含む、但しこれに限定されない本開示のコンポーネント及び
方法は、マイクロプロセッサ、プログラマブル論理または状態マシンを介するハードウェ
アにおいて、ファームウェアにおいて、または所定のデバイス内のソフトウェアにおいて
実装されてもよい。メモリモジュール１１１を含む、但しこれに限定されない本開示のコ
ンポーネント及び方法は、１つまたは複数のコンピュータ読取り可能媒体上のソフトウェ
ア内に存在してもよい。本明細書において、コンピュータ読取り可能媒体という用語は、
フロッピーディスク、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、フラッシュメモリ、読取り専用メ
モリ（ＲＯＭ）及びランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）等の揮発性または不揮発性で
ある任意の種類のメモリを包含して定義される。
【００２１】
　パラメータ（parameter：要素）のアレイを介して、ＩＰＧ１００の検出モジュール１
０２は、患者が眠っているか覚醒しているか等の患者の呼吸状態及び他の呼吸関連のサイ
ンなどを決定するために、様々な生理学的センサからの信号を受信しかつ追跡する。ある
実施形態において、生理学的センサのうちの少なくとも幾つかはＩＰＧのハウジング内ま
たはハウジング上に含まれ、かつ生理学的センサのうちの少なくとも幾つかはＩＰＧの外
部に存在する。何れの場合も、生理学的センサがＩＰＧ１００の外部であれ内部であれ、
これらのセンサにより生成される信号は、検出モジュール１０２によって受信されかつ処
理される。実施形態によっては、検出モジュール１０２はＩＰＧ１００内に含まれるが、
他の実施形態では、検出モジュール１０２のこれらの外部部分とＩＰＧ１００との間の通
信が保全されることを条件として検出モジュール１０２の少なくとも一部がＩＰＧ１００
のハウジングの外部に存在する可能性もあることは理解されるであろう。
【００２２】
　例えば、ある実施形態において、検出モジュール１０２は身体パラメータ１３０を備え
、身体パラメータ１３０は位置検出コンポーネント１３２または動作検出コンポーネント
１３４の少なくとも一方を含む。ある実施形態において、動作検出コンポーネント１３４
は、歩行、身体動作、発話などを示す（加速度計または圧電トランスデューサを介する）
「振動性の」活動の検出を追跡する。別の実施形態では、位置検出コンポーネント１３２
は、加速度計または他のトランスデューサを介する身体位置または姿勢の検出を追跡する
。ある実施形態において、位置検出コンポーネントは、患者が略水平位置で横になってい
るか、または略垂直位置で立って（または座して）いるかを区別する。実施形態によって
は、患者が略水平位置にあるとき、位置検出コンポーネントは仰臥位（即ち、仰向けに横
たわっている）と側臥位（即ち、横腹を下にして横たわっている）とを区別する。実施形
態によっては、身体パラメータ１３０は、位置検出コンポーネント１３２及び動作検出コ
ンポーネント１３４の双方からの信号を利用する。
【００２３】
　検出モジュール１０２を介して追跡する他のパラメータには、次のパラメータ、即ちＥ
ＣＧパラメータ１４０、時間パラメータ１４２、生体インピーダンスパラメータ１４４、
圧力パラメータ１５０、血液酸素パラメータ１５４及び／または呼吸数パラメータ１５９
のうちの１つまたはそれ以上が含まれる。ある態様において、ＥＣＧパラメータ１４０は
患者の心電図記録情報を追跡し、かつ実施形態によっては、心拍数が心拍パラメータ１５
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８を介する別個のコンポーネントによって追跡される。ある態様において、圧力パラメー
タ１５０は呼吸圧力コンポーネント１５２を含み、呼吸圧力コンポーネント１５２は、胸
腔圧力コンポーネント及び／または患者の呼吸を示す他の圧力コンポーネントを含む。あ
る態様において、時間パラメータ１４２は経過時間を追跡するが、他の態様において、時
間パラメータ１４２は経過時間に加えて、または経過時間ではなく時刻を追跡する。具体
的には、治療マネージャ１０６と協働して、時間パラメータ１４２は、後に少なくとも図
４Ａ及び図８に関連して述べるように、時刻に従って治療処方を起動または停止するため
に使用されることが可能である。
【００２４】
　実施形態によっては、生体インピーダンスパラメータ１４４は、患者の生体インピーダ
ンスの測定値を追跡する。ある実施形態において、生体インピーダンスパラメータ１４４
は、図１のセンサ６７、６８及び６９に関連して記述されているもの、及び後に少なくと
も図５－図７Ｂに関連してさらに記述されるもの等の経胸的生体インピーダンスを追跡す
る経胸的生体インピーダンスパラメータを含む。別の実施形態では、生体インピーダンス
パラメータ１４４は、後に少なくとも図５に関連して記述されるように、互いから離隔さ
れて体の反対側に配置される１対の神経電極間で測定される生体インピーダンスを追跡す
る両側神経電極（例えば、カフ電極）を含む。
【００２５】
　また、システム１０（図１）が、検出モジュール１０２の個々のパラメータの各々（例
えば、血液酸素化パラメータ１５４）へデータを提供するために患者の体内へ植え込まれ
る、または患者の体に付着される類似する生理学的センサ（例えば、ＬＥＤ型組織潅流酸
素飽和度）を含む、またはこれに接続されることも理解される。
【００２６】
　実施形態によっては、検出モジュール１０２は、舌下神経または筋収縮による気道開存
性への影響に関連する他の神経等の刺激されるべき神経の活動に関する生理学的データを
表す（represent）標的神経パラメータ１５６も含む。
【００２７】
　実施形態によっては、検出モジュール１０２は、音響的に検出されかつ呼吸努力を示す
呼吸気流または心臓活動からの生理学的データを表す音響検出パラメータ１５７も含む。
【００２８】
　実施形態によっては、検出モジュール１０２の生理学的検出パラメータ１４０－１４４
、１５０－１５４、１５７－１５９のうちの１つまたはそれ以上から取得されたデータが
進行中の一貫性のない呼吸パターンを明らかにすると、この情報は、治療が行われるべき
でない潜在的な覚醒状態を示すために用いられる。ある態様において、潜在的覚醒状態の
示度は、治療の中止または治療開始の延期の決定に至る前に、身体パラメータ１３０を介
して取得される情報によって確証される。図３Ａをさらに参照すると、ＩＰＧ１００の治
療マネージャ１０６は、本開示の原理に従って、睡眠時無呼吸の治療の開始及び／または
調整を自動的に制御するように構成される。ある実施形態において、治療マネージャ１０
６は、ＩＰＧ１００が第１の状態２０２、第２の状態２０４及び第３の状態２０６を含む
３つの動作状態のうちの１つにおいて動作する多層的システム２００を含む。この多層的
システム２００については、図４Ａに関連して後にさらに詳述する。
【００２９】
　実施形態によっては、治療マネージャ１０６は、多層的システム２００（図４Ａ）と協
調して動作する場合もしない場合もある自動滴定モジュール１７０も含む。自動滴定モジ
ュール１７０は、電力消費及び／または患者の不快感を最小限に抑えながら効力を最大化
するために（刺激の振幅、頻度及び／またはパルス幅、並びに刺激のデューティサイクル
及び／または両側または片側刺激の印加、他を含む、但しこれらに限定されない）様々な
治療パラメータ１６８により実装される治療のレベルを自動的に増分または減分すべくＩ
ＰＧ１００に命令するように構成される。ある態様において、効力は、無呼吸／低呼吸イ
ベントの回数、及び／または各無呼吸／低呼吸イベントの持続時間または強度（例えば、
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血液酸素の低下）も組み込んだ無呼吸の重症度スコア（例えば、図９における重症度スコ
アパラメータ７５９）に従って測定される。自動滴定モジュール１７０の適用については
、後に少なくとも図８Ａ、図８Ｂ及び図９に関連してさらに詳述する。
【００３０】
　この点を考慮して、実施形態によっては、自動滴定モジュール１７０は、評価機能１７
２と、増分機能１７４と、減分機能１７６と、しきい値機能１７８とを備える。評価機能
１７２は、睡眠呼吸障害行動の重症度を治療的神経刺激を与える前後双方で評価するよう
に構成される。しきい値機能１７８は、治療的神経刺激による治療を必要とする睡眠呼吸
障害の重症度しきい値の設定を有効化する。睡眠呼吸障害行動の重症度がかなりの部分で
しきい値を下回れば、自動滴定モジュールは、減分機能１７６を介して神経刺激の強度を
自動的に減分する（測定ステップを１段階またはそれ以上下げる）。しかしながら、睡眠
呼吸障害行動の重症度がしきい値に相当するか、これを超過すれば、自動滴定モジュール
は、増分機能１７４を介して神経刺激の強度を自動的に増分する（測定ステップを１段階
またはそれ以上上げる）。このようにして、自動滴定モジュール１７０は、睡眠呼吸障害
を治療するに足る刺激が与えられるように、但しまた不必要な刺激は回避されるように、
治療的神経刺激の強度を持続的に評価しかつ調整する。自動滴定モジュール１７０のさら
なる適用については、後に少なくとも図８Ａ、図８Ｂ及び図９に関連してさらに詳述する
。
【００３１】
　実施形態によっては、治療マネージャ１０６は、多層的システム２００（図４Ａ）と協
調して動作する場合もしない場合もある検出モニタ１８０も含む。一般的に言えば、検出
モニタ１８０は、睡眠呼吸障害が発生しているかどうかを検出するために検出モジュール
１０２を介して患者の生理学的状態を観察し、かつこのような観察を基礎として、本開示
の一般原理に従って治療的神経刺激を開始し、調整しかつ終了する。ある実施形態におい
て、検出モニタ１８０は、ベースライン機能１８２と、無呼吸機能１８４と、過呼吸機能
１８６と、持続時間機能１８８と、強度機能１９０とを含む。ベースライン機能１８２は
、睡眠呼吸障害がない場合の患者のベースライン呼吸パターンを追跡しかつ決定する。無
呼吸機能１８４は、患者のベースライン呼吸パターンに対して、閉塞性睡眠時無呼吸、低
呼吸及び／または中枢性睡眠時無呼吸等の睡眠呼吸障害を検出する。過呼吸機能１８６は
、睡眠呼吸障害行動に続く過呼吸期間に関連づけられるパラメータを基礎として睡眠呼吸
障害行動を識別することを支援するように構成される。持続時間機能１８８は、睡眠呼吸
障害イベントの持続時間及び／または次に続く過呼吸の持続時間を追跡し、強度機能１９
０は、睡眠呼吸障害イベントの強度または重症度及び／または次に続く過呼吸の強度を追
跡する。実施形態によっては、検出モニタ１８０の機能１８２－１８９は、少なくとも図
３Ａ－図７Ｃに関連して記述されるシステム及び方法を介して実装される。
【００３２】
　ある実施形態において、ＩＰＧ１００のコントローラ１１０は、少なくとも検出モジュ
ール１０２、治療マネージャ１０６、電力モジュール１０８、刺激モジュール１０４及び
通信モジュール１１２のオペレーションを含むＩＰＧ１００のオペレーションを命令する
制御信号を発生するように構成される１つまたは複数の処理ユニット及び関連メモリ１１
１を備える。従って、コントローラ１１０は、メモリ１１１内の命令に従って個々のモジ
ュール／マネージャ１０２－１１２の各々と通信状態にあり、かつこれらの各々に対して
協調された制御を提供する。ある態様では、通信モジュール１１２のプログラミングパラ
メータ１９８を介して受信されるコマンド、及び／または検出モジュール１０２を介して
収集される生理学的データに応答してコントローラ１１０関連のメモリ１１１内に含まれ
る命令に応答して、またはこれらを基礎として、コントローラ１１０は、気道開存性を回
復しかつこれにより無呼吸イベントを減らす、またはなくすために舌下神経等の標的神経
の刺激を選択的に制御するように刺激モジュール１０４のオペレーションを命令する制御
信号を発生する。ある態様において、メモリ１１１は、行われた治療のログ、及び／また
は無呼吸／低呼吸イベントの間に取得されたデータ及びこれらのイベントの間の治療の効
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力を表すデータを含む検出された生理学的データを格納する。
【００３３】
　また、様々なモジュール及びマネージャ１０２－１１２のコンポーネント及びパラメー
タの少なくとも幾つかは、図３Ａに関連して示されかつ記述されているものとは異なるモ
ジュール及びマネージャ１０２－１１２間のパターンで位置決めされ得ることも理解され
る。
【００３４】
　本出願の意図に沿って、「処理ユニット」という用語は、メモリに含まれる命令シーケ
ンスを実行する現時点で開発されている、または将来開発される処理ユニットを意味する
ものとする。命令シーケンスの実行は、処理ユニットに制御信号の発生等のステップを実
行させる。命令は、処理ユニットによる実行のために、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、大
容量記憶デバイスまたはコントローラ１１０に関連づけられるメモリ１１１によって表さ
れるような他の何らかの永続記憶装置からランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）にロー
ドされてもよい。他の実施形態では、記述されている機能を実装するために、ソフトウェ
ア命令の代わりに、またはソフトウェア命令と組み合わせてハードワイヤード回路が使用
されてもよい。例えば、コントローラ１１０は、１つまたは複数の特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）の一部として具現されてもよい。別段の指定のない限り、コントローラは、
ハードウェア回路とソフトウェアとの任意の特有の組合せに限定されず、また処理ユニッ
トにより実行される命令の任意の具体的なソースにも限定されない。
【００３５】
　一般的に言えば、ＩＰＧ１００の刺激モジュール１０４は、医師によりプログラムされ
る治療処方に従って、かつ／または治療マネージャ１０６と協働して神経刺激信号を発生
しかつ印加するように構成される。ある実施形態において、刺激モジュール１０４は、舌
下神経等の標的神経のための治療パラメータを追跡しかつ適用するように構成される標的
神経モジュール１９０を含む。実施形態によっては、標的神経モジュール１９０は、多サ
イトパラメータ１９４Ａ、両側性パラメータ１９４Ｂ及び／または束パラメータ１９４Ｃ
を備える。多サイトパラメータ１９４Ａは、舌突出筋及び／または舌牽引筋を選択的に活
性化させるために、１つの神経（例えば、舌下神経）に沿って間を置いて隔てられた複数
のサイトの（２つ以上の異なるカフ電極を用いる）刺激を有効化しかつ追跡する。従って
、多サイトパラメータ１９４Ａは、気道開存性の回復に関連づけられる複数の筋肉群を刺
激するために、標的神経（異なる幹または枝を含む）に沿った複数のサイトのターゲティ
ングを有効化する。
【００３６】
　実施形態によっては、両側性パラメータ１９４Ｂは、身体の反対側に離して置かれた１
対の刺激カフ電極を介する身体の異なる側面（例えば、左側と右側）の単一タイプの神経
の刺激を有効化しかつ追跡する。ある態様において、この配置は、任意の１つの神経への
デューティサイクルを５０％減らすために身体の左側と右側の刺激を交互することによっ
て特定の筋肉（例えば、舌牽引筋または舌突出筋）の交互的活性化を有効化し、これによ
り、神経疲労の可能性が減じられる。別の態様において、両側性パラメータ１９４Ｂは、
患者が無呼吸を防止するためにより積極的な治療を要する睡眠周期内であれば、同時的両
側刺激（即ち、所定の呼吸相と同期して両神経を刺激すること）への切り替えを有効化す
る。
【００３７】
　ある実施形態において、束パラメータ１９４Ｃは、刺激されている具体的な神経の１つ
または複数の異なる束の選択的な刺激及び追跡を有効化する。この手配は、神経の異なる
束の全域で刺激が発生することを保証し、これにより潜在的に神経の全体疲労が減少され
る。さらに、神経刺激信号が神経支配のある筋内に完全収縮を生じさせることなくトーン
を発生するように構成される幾つかの実施形態では、より完全な束領域の刺激は、筋肉を
通じてより一様なトーンが生じる結果をもたらすことができる。
【００３８】
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　一般的に言えば、ＩＰＧ１００の通信モジュール１１２は、ＩＰＧ１００との間の当業
者に精通された方法での無線通信を促進するように構成される。従って、通信モジュール
１１２は、ＩＰＧ１００の活動（検出された生理学的データ、刺激履歴、検出された無呼
吸及び／または低呼吸の回数、他を含む）を報告するように構成される報告モジュール１
９６と、患者用プログラマ、医師用プログラマ、他等の外部ソースからＩＰＧ１００の初
期または以後のプログラミングを受信するように構成されるプログラミングモジュール１
９８とを含む。
【００３９】
　さらに、実施形態によっては、周期的間隔で（例えば、毎日、毎週）報告が患者へ伝達
される。従って、図３Ｂは、ＩＰＧ１００と、医師用プログラマ２３９と、患者用プログ
ラマ２３０とを含む通信システム２２０を略示している。第１に、これらの周期的間隔で
、ＩＰＧ１００の記録装置２２８（即ち、メモリ１１１の一部）に治療の履歴が格納され
る。この履歴は、この同じ周期的間隔で、または他の周期的間隔で患者用プログラマへ患
者により容易に識別できる報告フォーマットで伝達される。
【００４０】
　再度、図３Ｂを参照すると、実施形態によっては、患者用プログラマ２３０はオン／オ
フ機能２３１、増加／低減機能２５０、音声警報機能２３２及び／または視覚的報告機能
２３４を含む。オン／オフ機能２３１は、患者に、ＩＰＧ１００を介して与えられる治療
の自動機能を無効にするためにＩＰＧ１００の電力状態を制御する任意選択を提供する。
同様に、増加／低減機能２５０は、患者が、さらなる治療が有用であると感じる場合によ
り高いレベルの治療に対する選好を、または不快を経験している場合により低いレベルの
治療に対する選好を要求することを可能にする。患者用プログラマ２３０の増加／低減機
能２５０は、図９に関連して記述される、そうでなければ自動的に自己調整する治療にお
いて患者が強いて刺激を減少する、または刺激の上限を設定することを許容する自動滴定
モジュール７５０のオーバーライド機能４５９を活性化する。当然ながら、医師も、治療
を調整または無効にするために患者に与えられる制御の量を限定することができる。
【００４１】
　さらに図３Ｂを参照すると、音声警報機能２３２は、患者用プログラマ２３０またはＩ
ＰＧ１００に対する注意が裏付けられると患者に音声警報を提供する。さらに、視覚的報
告機能２３４は、治療の履歴に関する情報及び／またはＩＰＧ１００の状態に関する情報
を、色灯機能２３５、言語機能２３６、記号機能２３７、数字機能２３８及び時間機能２
３９のうちの１つまたはそれ以上を介して伝達するように構成される。この情報により、
患者は、常にシステムの効力、及び／またはシステムが正しく機能しているかどうかを通
知される。例えば、色灯機能２３５における緑色灯は、デバイスが正しく機能しているこ
とを示してもよく、一方で、赤色光は機能不全を示してもよい。また、患者用プログラマ
２３０は、言語及び／または数字を介して、刺激が与えられた時間帯及び無呼吸イベント
が検出された回数等の前週または前日の治療に関する詳細も伝達する。他の詳細の中でも
とりわけ、この情報は患者に、患者が効き目のある治療を受けていることを確認させ、か
つ／または治療が奏功していなければ患者に医師への訪問を予定するように通知すること
ができる。
【００４２】
　別の態様において、ＩＰＧ１００の記録装置２２８に格納される治療の履歴は、医師が
毎日または週毎の治療プロファイル全体を点検するようにテレメトリ・インターネット・
リンクを介して医師へ送られる。或いは、医師はこの情報を、診察室に居ながら医師用プ
ログラマ２３９を使用して患者から直にダウンロードまたは入手することもできる。この
情報は、患者用プログラマ２３０の増加／低減機能２５０を介する変更の試み等、患者が
治療の変更を要求した任意の事例の状況を含む。点検に際して、この情報（例えば、ＡＨ
Ｉデータ）は医師により、所望される治療処方を直接プログラムしかつ／または治療の自
動的な自己調整方法をガイドするパラメータの少なくとも幾つかを画定することによって
ＩＰＧを必要に応じてさらに積極的に、または消極的にすべくさらにプログラムするため
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に使用される。
【００４３】
　さらに、実施形態によっては、患者用プログラマ２３０は上限機能２５２と下限機能２
５４とを含む。ある態様において、上限機能２５２は、増加／低減機能２５０を介して行
われる任意の増加がこの上限によって制約されるように、患者が患者にとって快適である
治療の上限を設定することを可能にする。これらの限度機能２５０、２５２は、医師用プ
ログラマ２３９と患者用プログラマ２３０との間の通信を介して（または医師用プログラ
マ２３９とＩＰＧ１００との間の直接的な通信を介して）医師によっても制御可能である
。下限機能２５４は、治療が治療の範囲内に留まるように患者による下方調整を制約し、
かつ医師用プログラマ２３９を介して先に述べたような方法で調整されることが可能であ
る。
【００４４】
　ある態様において、記録パラメータ２２８を介して患者から医師へ伝達される履歴には
、刺激の量２６０と、２６２における第１、第２及び第３の状態２０２－２０６の各々に
おいて費やされる持続時間（印加される刺激信号のパラメータを含む）とが含まれるが、
これらに限定されない。さらに、記録パラメータ２２８は、無呼吸モジュール２６４を介
して睡眠呼吸障害イベントの規模、頻度及び重症度を追跡する。患者用プログラマ２３０
は、図３Ｂに示されているように、活動パラメータ２７０及び睡眠パラメータ２６６を介
して患者の活動レベル（活動または睡眠の頻度及び持続時間の双方）を追跡する。ある態
様において、この履歴及び情報は、患者の睡眠時無呼吸パターン及び治療の有効性の毎夜
の梗概を医師に提供するグラフ及び数値による報告へと自動的に定式化される。さらに、
これらの報告は、患者の健康のパターンまたは変化の検出を可能にしかつ／または幾晩か
の期間中に医師により行われる治療調整の評価を有効化する一晩の、または幾晩かの期間
に渡る動向報告を含んでもよい。実施形態によっては、記録パラメータ２２８を介して入
手可能なこの情報の幾分かの部分が患者へ報告される。
【００４５】
　さらに、本開示において後にさらに詳しく述べるように、実施形態によっては、ＩＰＧ
１００及びシステム２００は、医師に在宅での擬似睡眠検査を提供するために、第２の状
態２０４において延長された時間期間に渡って（または一晩中でも）作動される。ある態
様において、この擬似睡眠検査からの情報は、医師が患者の治療処方を調整または調製す
ることを可能にするために患者のインターネット機器を介して医師へ送信される。
【００４６】
　本開示によるシステム及び方法の様々なコンポーネント、機能、パラメータ及びモジュ
ールが、本明細書に記述されている本開示の一般原理を達成しつつ図１－図１０に示され
かつ記述されているものとは異なるグルーピングを形成するために構成、結合かつ／また
は分離され得ることは理解されるであろう。
【００４７】
　図４Ａは、本開示の一実施形態による、睡眠呼吸障害を自動的に治療するためのシステ
ム２００を示す略図である。ある実施形態において、システム２００は、図１－図３Ｂに
関連して先に述べたシステム及びコンポーネントと少なくとも略同一の特徴及び属性を備
える。図４Ａに示されているように、多層的システム２００は、３つの状態のうちの１つ
において動作するシステムによって自動的に治療を開始し、終了しかつ／または適用する
。他の特徴の中でも、このシステムは、患者がＩＰＧを手動でオンまたはオフにする必要
がないように治療のオン／オフ制御を提供し、これにより、治療に対する患者の適合性が
保証され、一方で患者の満足度及び生活の質も大きく向上される。
【００４８】
　図４Ａに示されているように、一般的に言えば、システム２００のオペレーションの第
１の状態２０２において、システム２００は、睡眠兆候行動が存在するかどうかを決定し
、検出された行動は第１のしきい値２９０（例えば、第１の基準）に照らして測定される
。実施形態によっては、睡眠兆候行動の度合いは、歩行、身体動作、発話などを示す身体
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の姿勢及び「振動性の」活動を検出する身体動作／活動センサ３１０を介して測定される
。ある実施形態において、このセンサ３１０は、身体の位置または姿勢を検出するように
構成される加速度計を備える。別の実施形態において、身体活動センサ３１０は加速度計
または動作を検出するように構成される圧電トランスデューサを備える。実施形態によっ
ては、センサ３１０は、位置検出コンポーネント及び動作検出コンポーネントの双方を備
える。ある態様において、この生理学的データは、ＩＰＧ１００の身体動作パラメータ１
３０を介して追跡される。実施形態によっては、患者の覚醒または睡眠状態は交互に示さ
れ、または、検出モジュール１０２（図３Ａ）において追跡される、心拍パラメータ１５
８または呼吸数パラメータ１５９を含む（但しこれらに限定されない）生理学的パラメー
タのうちの１つまたはそれ以上を介してさらに示されることは理解される。
【００４９】
　何れの場合も、ＩＰＧ１００は、睡眠兆候行動のこの検出を周期的間隔（例えば、少な
くとも５分おき）で短い時間期間（例えば、１分未満）に渡って実行する。身体活動セン
サ３１０がかなりの時間期間に渡って（例えば、１０分を超えて）不活動を検出すれば、
システムは第２の動作状態に入ることになる。先に挙げた特有の時間（例えば、各々検出
時間１分、検出間隔５分及び不活動しきい値の規定１０分）が各々単なる例であって、医
師により他の時間を選択できかつ／またはプログラムできることは理解される。例によっ
ては、短い活動機会及び／または循環的な活動期間が睡眠呼吸障害行動の兆候である場合
がある。従って、第１の状態２０２において動作する際、システムは、システムが患者の
覚醒または睡眠を正しく識別していることを保証するために不活動等の睡眠兆候行動の一
貫性のあるレベル並びに身体姿勢を監視し、これにより、システムが第２の状態２０２へ
進むべきかどうかを決定する。
【００５０】
　実施形態によっては、確率モデルに対して、検出が特定の検出時間において測定される
身体活動の量を基礎とする動的スケジュールに従って実行されるセンサポーリング時間が
実行される。例えば、時間Ｘにおいて大量の身体活動が測定されれば、次のポーリング時
間は遙かに遅い時間Ｙにおいて発生することになる。しかしながら、時間Ｘにおいて測定
される身体活動が少量であれば、次のポーリング時間は概してＹ－Ｘに等しい（またはこ
れより少ない）時間において発生することになる。
【００５１】
　ある非限定的な例においては、（潜在的無呼吸を検出するための）確率的ポーリングプ
ロファイル３３６が、検出された身体活動の量３３４（ｘ軸）に対する連続するサンプル
間の時間間隔の大きさ３３２（ｙ軸）がマッピングされた図４Ｂに示されている。先に述
べたように、患者の一般的な活動レベルは、身体動作、身体姿勢、心拍数、呼吸数及び／
または患者が眠っているか覚醒しているか、もしくは睡眠状態と覚醒状態との間のどこか
であるかを決定する他のパラメータに従って検出される。
【００５２】
　図４Ｂに示されているように、確率的サンプリング機能に従って、検出された身体活動
の量が比較的少なければ（３４０）、比較的短いサンプル間の時間間隔（３３８）が適用
されるが、検出された身体活動の量が比較的多ければ（３４２）、比較的長い連続サンプ
ル間の時間間隔（３３９）が与えられる。概して、身体活動の量が増大するにつれて、サ
ンプル間の時間量（即ち、サンプリング間隔のサイズ３３２）は最大サンプル間隔（３４
４）に到達するまで増大し、到達した時点でサンプリング間隔のサイズは身体活動レベル
が最大サンプル間隔の開始時点であるポイント（３４６）より下に下がるまで最大間隔の
ままである。言い換えれば、この確率モデルは、身体活動量が身体活動の高い領域まで増
大するにつれて、患者がかなり活動的であるという理由から睡眠状態が変化する尤度はか
なり低くなり、よって、潜在的な無呼吸イベントに関する連続データサンプル間に遙かに
大きい時間間隔が生じ得るというような睡眠状態の変化の確率を表現している。一般的に
言えば、この確率モデルはエネルギーを節約し、これにより、他の優位点の中でも、患者
の体内におけるＩＰＧ１００の長寿命に寄与する。
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【００５３】
　再度図４Ａを参照すると、別の態様では、身体動作／活動センサ３１０（加速度計等）
が低電力センサであることから、動作の第１の状態２０２はシステム上の電流ドレインを
最小限に抑える。言い替えれば、動作の第２の状態２０２または第３の状態２０６におい
て発生する行動等のより電力集約的な検出及び信号処理を実行する前に、第１のレベル３
００の電力を用いてまず（睡眠状態における活動と比較した）患者の覚醒／活動の総レベ
ルを決定するために使用されるエネルギーが最小限に抑えられる。この点に関連して、本
開示の原理に従って、ある実施形態では、睡眠呼吸障害イベントが検出されるまで、かつ
睡眠呼吸障害イベントが検出されない限りＩＰＧ１００が電力を節約するように、コント
ローラ１１０は、検出モジュール１０２のみに電力を供給させる（かつ刺激モジュール１
０４には供給させない）制御信号を発生するように構成される。
【００５４】
　さらに、ある実施形態において、コントローラ１１０は、電力をさらに身体動作センサ
（例えば、加速度計パラメータ１３２）等のシステムの１つまたは２つの選択センサだけ
に限定して供給するように構成されることも可能であり、よってシステムは、正常な患者
活動（例えば、歩行、摂食、労働など）の期間中は多くの生理学的データの追跡に電力を
不必要には使用しない。一方で、実施形態によっては、コントローラ１１０は、患者が眠
ればシステムの所定のセンサを停止することによって電力消費を制限するようにも構成さ
れることが可能である。
【００５５】
　別の実施形態において、コントローラ１１０は、１つまたは複数のセンサがデータを捕
捉する頻度を限定することによって電力消費をさらに制限する。例えば、絶えずデータを
捕捉する代わりに、コントローラ１１０は、１つまたは複数のセンサにデータを所定の時
間期間に一度、例えば、５分毎、または１０分毎に一度捕捉させる。さらに別の実施形態
では、電力消費をさらに減らすために、コントローラ１１０は、治療中に（第３の状態２
０６において）あるセンサセットのデータ捕捉頻度を増加させ、一方で治療中、別のセン
サセットのデータ捕捉頻度は低下（または停止）される。
【００５６】
　実施形態によっては、第１の状態２０２は、時間パラメータ１４２を含むオン／オフ機
能２８０を備える。ある態様では、「オフ」モードで動作しているとき、オン／オフ機能
２８０は、第１の状態２０２における検出機能を（時間パラメータ１４２に従って）標準
的覚醒状態の時間期間（例えば、午前６時から午後１０時までの間の予め設定された公称
覚醒時間帯）または他のプログラム可能な覚醒期間等の所定の時間期間の間非活性化する
ことによって、第２の状態２０４への誤った移行を防止することができる。この手配は、
公称覚醒時間帯では治療処方が活性状態にならないことを保証する。さらに、この制限は
、より高い電力消費状態への移行を防止することによって電力節約をもたらす。一方で、
この実施形態では、「オン」モードで動作しているとき、オン／オフ機能２８０は、第２
の状態２０４への任意の移行を有効化する前に患者の睡眠状態を確認するために、公称非
覚醒時間帯（例えば、午後１０時から午前６時までの間）の間の眠っている状態の検出を
可能にする。従って、患者が眠っていることを検出した時点で、「オン」モードは、無呼
吸を検出しかつ潜在的に第３の状態２０６において治療を提供するために第２の状態２０
４への移行を許容する。
【００５７】
　ある実施形態において、オン／オフ機能２８０は、標準的な睡眠時間枠（例えば、午後
１０時から午前６時まで等の、但しこれに限定されない予め設定された公称睡眠時間帯）
の間に動作の第２の状態２０４（及び動作の第３の状態の潜在的実装）が自動的に実装さ
れる、自動的な夜間治療機能または睡眠計画パラメータを提供するように動作する。
【００５８】
　別の実施形態では、（患者が覚醒しているか眠っているかを決定するために）身体位置
／姿勢の検出及び身体動作の検出に基づいて第２の状態２０４への移行をもたらすべく第
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１の状態２０２を動作させる代わりに、第１の状態２０２は、通常の覚醒時間帯（即ち、
標準的な覚醒状態期間または覚醒計画）の間、第１の状態２０２が第２の状態２０４への
移行を許容せず、これにより「オフ」期間中（即ち、覚醒時間帯の間）の刺激治療を防止
するように、単にオン／オフ状態として動作される。この実施形態では、システムが無呼
吸を調べるために非覚醒時間帯に渡って少なくとも第２の状態２０４に留まり、かつ患者
が覚醒しているか眠っているかを識別する時間またはエネルギーを費やすことなく必要に
応じて治療を行うことを認可されるように、非覚醒時間帯（例えば、午後１０時から午前
６時まで等の反復的な夜間の時間期間）の間、第１の状態２０２は事実上中断状態となっ
て第２の状態２０４が自動的に実装される。
【００５９】
　さらに、実施形態によっては、動作の第２及び第３の状態２０４、２０６に時間機能１
４２が存在することも理解されるであろう。
【００６０】
　システム２００の第２の状態２０４の１つの態様において、システムは、標的神経の任
意の電気刺激を有効化しないことによってかなりの量の電力を節約するために、第２の電
力レベル３０２で動作する。従って、システム２００が第３の状態２０６に到達して患者
が睡眠状態にあり、かつ同時に無呼吸／低呼吸を処置する治療を要する状態にあることが
検出されるまで、電力は第２のレベル３０２から第３のレベル３０４へと著しく増加され
ない。この節電は、システムの寿命を著しく引き延ばすことができる。
【００６１】
　システム動作の第２の状態２０４において、ＩＰＧは身体動作／活動情報の監視を継続
し、よって睡眠兆候行動（例えば、患者の活動レベル及び／または身体位置）が第１のし
きい値２９０に適合せず、これにより患者が覚醒または活動状態に入ったことが示されれ
ば、システムは第１の状態２０２へ戻る。実施形態によっては、システム２００は、後続
の状態（例えば、第２の状態２０４）における動作が先行する動作状態（例えば、第１の
状態２０２）の機能の活性化または実行の維持を含むように、付加的に、または漸進機能
式に動作する。
【００６２】
　身体活動／動作センサの使用に加えて、第２の状態２０４においてＩＰＧ１００は、無
呼吸／低呼吸等の睡眠呼吸障害が発生しているかどうかを追加的な生理学的データの監視
を介して決定する。例えば、ＩＰＧにより収集される他の生理学的データは、呼吸センサ
、心拍数センサまたは（例えば、酸素飽和度を測定するための）血液酸素センサ、もしく
は図３Ａに関連して先に述べたタイプの他のセンサのうちの１つまたはそれ以上の使用に
よって入手されることが可能である。例えば、心拍数情報は様々に使用されることが可能
であるが、実施形態によっては、睡眠呼吸障害行動の少なくとも一部と略同時的に発生す
る心拍数の増加は、観察されている行動が実際に睡眠呼吸障害行動であることの確定を助
力するために使用される。具体的には、ある実施形態において、睡眠呼吸障害行動は、睡
眠呼吸障害行動の開始と略同時に発生する心拍数の低下、及び睡眠呼吸障害行動の終了と
略同時に発生する心拍数の増加（例えば、閉塞性睡眠時無呼吸イベント）の検出を介して
確認される。別の例において、睡眠呼吸障害行動の識別は、睡眠呼吸障害行動の少なくと
も一部と略同時的に発生する血中酸素飽和度の低下を検出することによって裏付けられる
。別の実施形態において、睡眠呼吸障害行動の確認は、睡眠呼吸障害行動が疑われるもの
の途中で発生する（または開始される）過呼吸の検出を介して与えられる。
【００６３】
　実施形態によっては、３２４において、第２の状態２０４は、（睡眠呼吸障害を検出す
るために）生理学的状態を、図４Ｂに関連して先に述べたものと一致する方法で確率式に
、またはセンサ３１０を介して検出される身体活動（及び姿勢）の量またはタイプに逆相
関される頻度で周期的にサンプリングするように動作する。
【００６４】
　ある実施形態では、図４Ａに示されているように、無呼吸が発生しているかどうかを決
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定するために使用される主要な生理学的データは、後に図５－図７に関連してさらに詳し
く述べるが、生体インピーダンス信号３１２（例えば、経胸的パラメータまたは非胸腔パ
ラメータ）及び／または呼吸圧力信号３１４（例えば、胸腔内または他の呼吸パラメータ
）を含む。治療に適する無呼吸または低呼吸が検出される場合、システムは、第２の状態
２０４から第３の状態２０６へ移行する。実施形態によっては、システム２００は、第２
の状態２０４が省略され、これによりシステム２００が緊急モードで動作することを有効
化するバイパス機能を介して動作する。この手配では、第１の状態２０２において（また
は、「オン」機能が活性化された状態で）患者の我慢強い睡眠が検出されるとすぐに、シ
ステム２００は自動的に第３の状態２０６における治療の実装へと進む。ある非限定的な
例では、この手配は、患者が急性症状の睡眠呼吸障害（例えば、閉塞性睡眠時無呼吸、低
呼吸、他）を有していて、実際に患者が睡眠状態に入るときはいつも睡眠呼吸障害が確実
に発生する場合に採用される。さらに、医師はシステム２００を、患者の状況の裏付けに
従って緊急モードで動作するようにプログラムすることができる。システム２００の動作
の第３の状態２０６において、システム２００は、睡眠呼吸障害を処置するために、上気
道の閉塞を防止するための吸息と同時の（図４Ａにおける出力３２０により表現されるよ
うな）舌下神経刺激の使用等の治療を行なう。実施形態によっては、舌下神経の刺激は、
呼息の少なくとも一部の間はオフであるように同期される。実施形態によっては、この治
療は、後に図９に関連してさらに述べるように自動滴定モジュール７５０を介して行われ
る。
【００６５】
　この第３の状態２０６において、システム２００は、無呼吸／低呼吸が発生しつつある
かどうか、または無呼吸の重症度スコアが予め決められたしきい値を超えているかどうか
を決定するために、治療を周期的または一時的に一定の間隔で（例えば、５分、１０分ま
たは１５分おきに）一定の時間期間（例えば、３０秒、１分、２分、３分、４分、５分ま
たはこれ以上）に渡って中断する。言い替えれば、システム２００は、刺激プロトコルが
中断される時間の量を変更しかつ刺激プロトコルが中断される頻度を変更するようにプロ
グラム可能である。
【００６６】
　実施形態によっては、刺激を中断する頻度は、図４Ｃにおけるグラフ３５０によって略
示されるような確率的プロファイル３５１に基づく。このプロファイル３５１によれば、
（少なくとも無呼吸の頻度及び／または強度に基づく）無呼吸の重症度スコアが大きいほ
ど、無呼吸を調べるために治療が中断される頻度は少ない。一方で、無呼吸の重症度スコ
アが低いほど、行われる調整は少なくなることが予測されるために治療が中断される頻度
は高くなる。さらに、後者のシナリオにおいて、中断時間は、必要な治療は少ないことが
予測されるために長くなる可能性がある。当然ながら、実施形態によっては、システム２
００は、治療中断の持続時間を治療中断の頻度とは独立してより長く、またはより短くす
るようにもプログラム可能である。
【００６７】
　実施形態によっては、無呼吸を調べるために治療を中断する持続時間または頻度の決定
に際して、追加的なパラメータが考慮される。例えば、意図される睡眠期間の初期（例え
ば、最初の１時間目）における治療の頻繁すぎる、または長すぎる中断は患者が眠りにつ
くことを妨げる可能性もあることから、１つのパラメータは睡眠が続いている時間である
。別の例として、（意図された睡眠期間の早い期間における）他のサンプルが多大な刺激
治療を必要とする高い無呼吸重症度スコアを示していれば、別のサンプルはしばらくの間
、または一晩中必要とされなくてもよい。一方で、意図された睡眠期間の早期における無
呼吸の重症度スコアが低ければ、統計的に意味のある呼吸サイクルを得るためにより長い
中断期間が必要とされる場合がある。これらの決定は、他の睡眠データに連結されること
も可能である。例えば、身体動作センサまたは身体位置センサがさほど安らかでない睡眠
を示していれば、おそらく中断は低頻度かつ短時間で発生すべきである。
【００６８】



(18) JP 2012-509155 A 2012.4.19

10

20

30

40

50

　治療の一時的な中断は、システム２００を、ＩＰＧ１００が無呼吸及び／または低呼吸
を検出するために治療を行わずに生理学的データを監視する第２の状態２０４における動
作へ戻す。この治療の一時的中断の間に無呼吸／低呼吸が検出されなければ（または、無
呼吸の重症度スコアが予め決められたしきい値より低ければ）、ＩＰＧ１００は動作の第
２の状態２０２に留まる。一方で、治療の一時的中断の間に無呼吸または低呼吸がまだ検
出されれば（または、無呼吸の重症度スコアが予め決められたしきい値より高ければ）、
システムは、睡眠呼吸障害行動を治療すべく必要な刺激治療を行うためにもう一度第３の
状態２０６における動作を再開する。
【００６９】
　システム２００による治療中断の自動的な決定は、厳密に先に述べたような時間パラメ
ータ及び／または時間ベースの確率的プロファイルを基礎とし得るが、他の実施形態にお
いて、システム２００による治療中断の自動的な決定は、時間ベースのパラメータとは独
立した、または時間ベースのパラメータと組み合わされた追加的要素によって行われる。
この点を考慮して、図４Ｄは、第３の状態２０６の一部として（または状態不在の決定モ
デルの一部として）実行される治療の中断を開始しかつ終了する方法を略示している。図
４Ｄは、１つまたは複数のトリガ３８２が存在するまで、またはこれらが存在しない限り
刺激が与えられ（３８０）、トリガが存在した時点で中断機能がシステム２００を治療中
断状態（３８４）へ移動させるループ３７５を示す。これらのトリガ３８２のうちの１つ
は、図４Ｃに関連して先に述べた確率モデルまたは固定的な時間間隔等の予め設定された
時間ベースモデルを含む。実施形態によっては、姿勢変化機能は、患者が仰臥位と側臥位
との間で寝返りを打つ際の睡眠位置の変化等の姿勢の変化に基づく刺激信号の印加を一時
的に中断するための別のトリガを提供する。ある例において、このような身体位置は、図
３Ａに示されているような、植込み可能なパルス発生器１００の検出モジュール１０２に
おける身体パラメータ１３０の位置検出コンポーネント１３２によって監視される。これ
らの位置変化は無呼吸状態を中断する可能性があり、よって、このような再ポジショニン
グは、変更された睡眠位置が無呼吸を終了する際に不必要な治療が行われないように、無
呼吸が発生しているかどうかの検出を有効化すべく治療を中断するための適正なトリガで
ある。
【００７０】
　さらに、患者が仰臥位であって治療的な神経刺激信号が印加されていない場合であって
も、実施形態によっては、患者は概して仰臥位において睡眠呼吸障害行動を呈する傾向が
高いという理由から、検出される仰臥位が（例えば、図４Ａの第２の状態２０４において
）睡眠呼吸障害行動をより頻繁にチェックするトリガとして使用される。同様に、呼吸波
形、生体インピーダンス、心拍数、血中酸素飽和度、他等の他の生理学的データが睡眠呼
吸障害行動の発生を表している場合、患者が仰臥位であるか否かを知ることは、本明細書
において少なくとも図３Ａのパラメータ１３０、図４Ａにおける第２の状態２０４及び／
または図４Ｆにおけるパラメータ４２３に関連してさらに詳述されるように、疑われる睡
眠呼吸障害行動が真に睡眠呼吸障害行動であるか否かを確認する手助けとなる。
【００７１】
　例えば、監視されている生理学的データが身体位置データと協働して、ある特定の患者
は側臥位（即ち、横腹を下にして横たわること）ではめったに睡眠呼吸障害行動を示さな
いことを明らかにすれば、この身体検出情報は、その患者が横向きに横たわっているとき
に睡眠呼吸障害行動と誤検出されることを防止する手助けをする。或いは、この同じデー
タは、睡眠呼吸障害行動を示す主要な生理学的データからの結論が、その患者がその睡眠
呼吸障害行動の（全てではないとしても）大部分が発生する仰臥位にあることの検出によ
って支持される場合に、睡眠呼吸障害行動を表示することの正確さを確実にする。
【００７２】
　さらに他の実施形態では、身体位置データが、患者に行う治療処方の積極性を決定する
ための方法の一部として使用される。例えば、ある実施形態では、患者が仰臥位にあるこ
とを身体位置パラメータ１３２が明らかにすれば、患者は（図３ＡにおけるＩＰＧ１００
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の治療マネージャ１０６及び図９における自動滴定モジュール７５０を介して）第１の治
療処方を受け、側臥位にある（横腹を上にして横たわっている）ときは、第１の治療処方
ほど積極的ではない第２の治療処方を受ける。しかしながら、他の患者の場合、（パラメ
ータ１３２を介する）身体位置データは、患者が仰臥位にあるときにさほど積極的でない
治療を行うために使用され、患者が側臥位にあるときにより積極的な治療を行うために使
用される。
【００７３】
　患者は、ある時間期間に渡って寝床を離れる場合もあり、これにより無呼吸イベントは
打ち切られることから、別のトリガには身体活動も含まれる。
【００７４】
　実施形態によっては、睡眠呼吸障害行動の重症度スコアは、睡眠呼吸障害行動を検出ま
たは監視する目的で刺激を中断するためのトリガ（３８２）として作用する。例えば、あ
る実施形態において、（睡眠呼吸障害を監視するために）刺激を中断する頻度は、睡眠呼
吸障害行動の重症度スコアに反比例する。言い替えれば、睡眠呼吸障害行動（例えば、頻
度、持続時間、強度）の重症度が高いほど、このような呼吸行動を調べるために刺激が中
断される頻度は低くなり、睡眠呼吸障害行動の重症度が低いほど、呼吸障害行動を調べる
ためにその刺激が中断される頻度は高くなる。
【００７５】
　実施形態によっては、１つまたは複数の異なる睡眠段階が、睡眠呼吸障害行動が発生し
ているかどうかをチェックするために治療を中断することの裏打ちをするためのトリガと
して作用してもよい。例えば、検出される生理学的パラメータによって、患者が十分な時
間期間に渡ってより深い睡眠段階にある可能性が明らかにされれば、これらの睡眠段階は
、システム２００を刺激モードから移動させて睡眠呼吸障害の可能性の検出を開始させる
ための治療の中断を引き起こす。従って、実施形態によっては、後にさらに詳述するよう
に、システム２００は、（他のパターンのなかでもとりわけ）異なる睡眠段階が認識され
かつ患者の異なる生理学的パラメータがこれらの睡眠検査に関連して追跡される睡眠検査
（例えば、睡眠ポリグラフ計）と同期して動作することによりトレーニングされる。これ
らの睡眠検査パラメータをＩＰＧ１００（図３Ａ）の検出された生理学的パラメータと相
関することにより、ＩＰＧ１００は、特定の患者に関して、実施形態によってはＩＰＧ１
００を介する治療の実行及び／または中断にとって有益である睡眠段階及び他の睡眠パタ
ーンを認識するように較正された状態になる。
【００７６】
　図４Ｄをさらに参照すると、予め設定された（または確率的な）時間間隔または治療中
断の間に検出される無呼吸重症度スコアがしきい値（例えば、ＡＨＩ１０）を超えて上昇
する場合等の１つまたは複数のトリガ３８２に従って、治療の中断が終了されかつ第３の
状態２０６への復帰を介して治療が再開される。このコンテキストにおいて、無呼吸とい
う用語が概して閉塞性睡眠時無呼吸、低呼吸または中枢性睡眠時無呼吸を指して使用され
ることは理解されるであろう。従って、治療は、トリガ３８２のうちの１つが治療を中断
させるまで行われる。
【００７７】
　一般的に言えば、この手配は、治療が不必要になれば中断され、かつ必要であれば再開
されることを保証する。この中断メカニズムは、神経の過剰刺激／疲労の防止に助力し、
電力を節約しかつ患者が眠っていない場合に生じる刺激治療に起因する患者の不快感を減
じる。
【００７８】
　実施形態によっては、少なくとも図４Ａに示されているこの多層的システム２００は、
連続する動作状態の動的または漸進的活性化、並びにより高位の状態における動作が不必
要になるとシステム２００が自動的により低い動作状態のうちの１つへ戻る復帰機能を提
供する漸進的機能に従って動作する。ある態様において、第１及び第２の状態は、ＩＰＧ
１００の刺激部分を活性化することなくＩＰＧ１００の検出部分を使用する。この手配は
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、電力管理モジュール１０８（図３Ａ）と協働して電力を節約し、これにより、ＩＰＧ１
００等の植込み可能な電池作動式デバイスの長寿命の増大が可能になる。さらに、第１の
動作状態は、実施形態によっては単一の検出パラメータ（例えば、身体動作／活動検出）
しか使用しないことから、ＩＰＧ１００はほとんどの時間、超低電力状態で動作すること
ができる。モジュール１０８の電力管理機能の一部として電力を節約することに加えて、
この手配は、必要なときにのみ治療が行われることを保証することによって患者の不快感
を最小限に抑える。第１の状態２０２から第２の状態２０４へ動作を移動するための基準
が満たされている場合であっても、動作の第２の状態２０４では、睡眠呼吸障害行動を検
出するために適正な生理学的センサを検出しながら比較的低い電力状態が用いられる。さ
らに、動作の第２の状態２０４におけるこの比較的低い電力状態は、動作の第３の状態２
０６において標的神経の刺激を介して治療を行うために使用される電力量よりかなり少な
い（例えば、少なくとも１桁少ない）。
【００７９】
　別の態様では、節電に加えて、動作の第１の状態２０２または第２の状態２０４を、神
経刺激治療（第３の状態２０６の場合等）を積極的に行わない場合には刺激が生じない低
電力状態に制限することにより、神経の不必要に長期的な刺激を回避することもできる。
【００８０】
　従って、本開示の原理による多層的システム２００は、システム２００が電力消費及び
ＩＰＧ１００の動作状態を動的に管理する間に、患者がその睡眠呼吸障害行動の治療処置
を適切な時間に正常な神経機能を過度に妨害または疲労させることなく自動的に受けるこ
とを保証する。
【００８１】
　また、治療を行うシステム２００は、図３Ａに関連して示されかつ記述されている状態
ベースのプロトコル以外のプロトコルによっても提供され得ることは理解される。例えば
、他の実施形態において、システム２００は、規則ベースのプロトコル及び／または３つ
の動作状態の順序及び／または相互作用に厳密に依存しない他のプロトコルによって実装
される。
【００８２】
　また、ＩＰＧ１００及び本明細書に記述されている関連のシステム及び方法を介する睡
眠時無呼吸または低呼吸の識別が、睡眠検査において無呼吸／低呼吸が識別される方法と
は幾分変わった方法で実行されることも理解される。例えば、睡眠検査において、無呼吸
または低呼吸は、少なくとも期間１０秒に渡る血中酸素飽和度の低下（例えば、３％）等
の所定の生理学的イベントとして定義される。さらに、睡眠実験室では、医師が、予め定
義された基準を使用し、睡眠実験室において入手されるセンサパラメータに基づきイベン
トに得点を付け、この得点により、結果としてＡＨＩ計数が得られる。
【００８３】
　従って、本明細書に記述されている植込み可能なシステムは、睡眠実験室において使用
されるタイプのセンサと正確に一致するセンサを持たないことから、本開示の実施形態に
よる植込み可能なシステムを介して決定されるＡＨＩ計数は、睡眠実験室が決定するＡＨ
Ｉ計数とは幾分異なる。それにも関わらず、本開示の実施形態による植込み可能なシステ
ム／方法は、睡眠実験室において入手されるタイプの情報（例えば、外的に測定される血
中酸素飽和度）の代理として作用する幾つかの生物学的に検出されるデータ（例えば、内
的に測定される血中酸素飽和度）を含む。
【００８４】
　図４Ｅは、本開示の一実施形態による、睡眠検査パラメータを植込み可能なパルス発生
器システムの生理学的パラメータと相関する方法３９０を略示するフロー図である。図４
Ｅに示されているように、方法３９０はステップ３９２において、植込み可能なパルス発
生器（ＩＰＧ）システムを睡眠ポリグラフ計（ＰＳＧ）検査と略同時的に監視モードで動
作することを含む。ステップ３９４では、睡眠ポリグラフ計検査の間に、第１の生理学的
パラメータセットがＩＰＧシステムを介してその監視モードにおいて追跡される。第２の
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睡眠検査パラメータセットは、ＩＰＧシステムとは独立して睡眠ポリグラフ計検査を介し
て追跡される（３９５）。ステップ３９６において、方法３９０は、追跡された第２の睡
眠検査パラメータセットから睡眠呼吸障害のパターン（例えば、無呼吸及び／または低呼
吸）を識別することと、これらのパラメータのうちのどれが特定の患者の睡眠呼吸障害を
表しているかを識別することを含む。ステップ３９８において、植込み可能なパルス発生
器は、追跡されたＩＰＧベースの生理学的パラメータ／状態を、特定の患者の睡眠呼吸障
害行動を表す追跡されたＰＳＧベースの睡眠検査パラメータに相関することを介して、そ
の特定の患者の睡眠呼吸障害を認識するように較正される。
【００８５】
　この点を考慮して、図４Ｆは、幾つかのＩＰＧ治療パラメータ４０８に対する幾つかの
睡眠検査パラメータ４０２の比較を略示するチャート４００を提示している。先に述べた
ように、実施形態によっては、ＩＰＧ治療パラメータ４０８は、１つまたは複数の関連す
る睡眠検査パラメータ４０２に対して較正される。例えば、患者体内のＩＰＧ１００は、
睡眠検査の間、ＩＰＧ１００のパラメータ及び睡眠ポリグラフ計（ＰＳＧ）モニタのパラ
メータの双方が追跡されるように動作する。睡眠呼吸障害行動のプロファイルを凝視する
ことにより、ＩＰＧ１００が睡眠検査データに対して較正されるように、ＩＰＧパラメー
タ４１８とＰＳＧパラメータ４０２との間で相関が行われる。
【００８６】
　ある例において、ある睡眠検査パラメータは口－鼻孔気流経路（４１０）で測定される
気流を含むが、これは、この気流が略低減される場合に睡眠呼吸障害の示度となる。ある
態様において、口－鼻孔気流は鼻孔及び／または口において測定される。このパラメータ
は、完全に植込み可能である実施形態では正確に復元されない場合があるが、図５－図７
Ｂに関連してさらに詳述されるパラメータの組合せは、睡眠検査の口－鼻孔気流パラメー
タ４１０が睡眠呼吸障害を示す度合いに相応する睡眠呼吸障害行動の良好な示度を提供す
る。具体的には、生体インピーダンス信号及び呼吸圧力信号の双方の振幅パターン４１６
（及び反対方向）の劇的変化は、睡眠呼吸障害行動（例えば、無呼吸イベント）４１３が
発生しつつある、または既に発生しているという示度を提供する。従って、（ＩＰＧ１０
０及びシステム１００を介して決定される）生体インピーダンス信号及び呼吸圧力信号の
振幅パターン４１６のこの組合せは、典型的には睡眠検査において測定される口－鼻孔気
流パラメータ４１０の代理として作用する。
【００８７】
　別の例では、再度図４Ｆを参照すると、（ＩＰＧ１００及びシステム２００を介して）
内的に測定される血中酸素飽和度パラメータ４１７は、睡眠検査を介して入手可能な外的
に測定される血中酸素飽和度パラメータ４１１の代理として作用する。これらの２つの個
々のパラメータ４１７及び４１１の間には幾分かの差が存在するが、睡眠検査を介してＩ
ＰＧ１００をトレーニングすることにより、（ＩＰＧ１００及びシステム２００を介して
）内的に測定される血中酸素飽和度パラメータ４１７は、このような差を考慮するために
外的に測定される血中酸素飽和度パラメータ４１１に対して較正される。この方法では、
内的に測定される血中酸素飽和度パラメータ４１７は、この患者における睡眠呼吸障害の
発生の正確なトリガとして機能することができる。
【００８８】
　他の点において、本開示による植込み可能なシステム／方法の１つまたは複数の生理学
的データポイントは、自動自己調整治療の決定に際して睡眠実験室から入手される情報よ
り有用な情報を提供する場合がある。例えば、本開示による実施形態は胸腔内圧力４１８
を測定するが、これは、上気道の閉塞度に相関されることが可能である。閉塞が漸進的に
開気道から低呼吸、全閉塞へと増大するにつれて、胸腔内圧力の大きさは増大する。従っ
て、本開示による実施形態は、次には睡眠呼吸障害イベント４１５を示す胸腔内圧力４１
８の増大の測定及び識別を有効化する。ある態様において、この機能は、本開示によるシ
ステム／方法が睡眠実験室に関連づけられる従来のスコアリング方法より高度な睡眠呼吸
障害のスコアリング（例えば、無呼吸のスコアリング）を提供することを可能にする。
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【００８９】
　さらに、ある実施形態では、睡眠検査の間にまずＩＰＧ１００を較正した後、ＩＰＧ１
００は、ＩＰＧ１００が第２の睡眠検査の間に、ＰＳＧを介して提供されるデータに直接
関連して自己学習できるように動作することを許容される。この方法を用いて、ＩＰＧ１
００を介して検出された睡眠呼吸障害行動を示す生理学的データは、ＰＳＧ監視システム
を介して検出された睡眠呼吸障害行動を示す指示的な生理学的データ／観察と整合される
。ある態様において、この直接的較正は、睡眠検査が発生するにつれてＰＳＧがＩＰＧの
直接的なリアルタイムプログラミングを許容することから、ＩＰＧが患者の適切なベース
ライン治療処方を自己学習することに費やす時間を短縮する。言い替えれば、ＩＰＧが事
前に患者について、どのような夜間の時間、曜日、身体位置、心拍数、他が無呼吸行動ま
たは正常な呼吸を引き起こすかを知るために、ＩＰＧは、睡眠呼吸障害、睡眠習慣、他の
パターンによって自動的にプログラムされる。その結果、この自動治療処方は、一貫して
患者に過度な、または過少の刺激を与えるより大きい可能性を有すると思われる従来的な
万能サイズの刺激治療を患者に受けさせるのではなく、特定の患者のニーズに合わせて調
製される。
【００９０】
　この点において、図４Ｆはさらに、ＰＳＧ関連の一次パラメータ及びＩＰＧ関連の一次
パラメータと相関されるような追加的パラメータを示している。例によっては、これらの
追加的パラメータは、睡眠ポリグラフ計検査において、またはＩＰＧを介して追跡されて
もされなくてもよい。図４Ｆに示されているように、曜日夜間パラメータ４２０は１週間
のうちの何曜日の夜に睡眠呼吸障害行動が発生するかを追跡するのに対して、時刻パラメ
ータ４２１は２４時間のうちで睡眠呼吸障害が発生する１つまたは複数の時点を追跡する
。睡眠段階パラメータ４２１は、睡眠呼吸障害が睡眠期間（午後１０時から午前６時まで
等）内のどの段階で、かつ幾つの段階で発生するかを追跡する。身体姿勢パラメータ４２
３は、どの身体姿勢が睡眠呼吸障害の発生と重なって生じるか、及び患者が典型的にいつ
その身体姿勢に入るかを（睡眠段階、時刻または曜日夜間に関連して）追跡する。また、
患者の人口統計学的要素４２４等の他のパラメータ、年齢、性別、喫煙、体重、頚部、高
血圧、他等も追跡される。
【００９１】
　実施形態によっては、この相関方法は、睡眠段階パラメータ４２５を睡眠呼吸障害イベ
ントに対して、かつ心拍数、血中酸素飽和度、生体インピーダンス及び／または呼吸圧力
等のＩＰＧ関連パラメータ４２６のアレイに対して相関させることを含む。
【００９２】
　別の実施形態では、図４Ｇのチャート４５０により示されているように、幾つかのＩＰ
Ｇベースシステム４５６（例えば、ＩＰＧ１、ＩＰＧ２、他）が何名かの患者４５２（例
えば、ジョー、フレッド、他）の睡眠検査パラメータ４５４（例えば、ＰＳＧ１、ＰＳＧ
２、他）に対して較正された後、本開示による実施形態は、ＩＰＧパラメータに対する睡
眠検査パラメータの相関を使用して、患者へのＩＰＧの植込みより前にＩＰＧが患者にど
れほど有益であるかを予測する予測指標４６０（例えば、応答性の格付け）を作り出すこ
とができる。ある態様において、応答性の格付けは、その植込み可能なパルス発生器が、
チャートに記載されているものに類似するタイプの睡眠ポリグラフ計検査及び人口統計を
有する患者の睡眠呼吸障害を治療するためにどの程度効き目があるかを１から１０までの
段階（１０が最高位）で表す。
【００９３】
　実施形態によっては、正式な睡眠検査の間にＩＰＧ１００を介して生理学的パラメータ
を検出することに加えて、もしくはその代わりに、植え込まれたＩＰＧ１００のシステム
２００（図４Ａ）は、医師に患者の家で実行される擬似睡眠検査を提供するために、第２
の状態２０４のみにおいて延長された時間期間に渡り（または一晩中でも）作動される。
言い替えれば、ＩＰＧ１００及びシステム２００は、植え込まれた睡眠ポリグラフ計デバ
イスとして作用する。ある態様において、在宅擬似睡眠検査からのデータは患者のインタ
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ーネット機器（例えば、図３Ｂの患者用プログラマ２３０）を介して医師へ送信され、こ
れにより、医師が患者の睡眠習慣／行動に合わせて刺激治療をより良く調製することが可
能にされる。幾つかの点において、在宅での擬似睡眠検査は、患者が自分の寝床、独自の
室温制御下、他等のその普通の睡眠環境で眠ることになると思われることから、潜在的に
、患者の実際の睡眠行動または習慣に関する改まった睡眠検査より優れたデータを提供す
ることができる。
【００９４】
　従って、図４Ｈは、本開示の一実施形態による、睡眠呼吸障害を治療する方法４７５の
一実施形態を示す。図４Ｈに示されているように、ステップ４８０において、方法４７５
は、在宅での擬似睡眠検査を介して、ＩＰＧシステムで生理学的パラメータを従来の睡眠
検査パラメータの代理として検出することによりＩＰＧシステムを較正することを含む。
ステップ４８２では、較正を基礎として、神経刺激治療の初期治療処方がＩＰＧシステム
にプログラムされる。ステップ４８４において、方法４７５は、自動調整が可能な刺激治
療を、プログラムされ、較正されたＩＰＧシステムを介し、初期治療処方に基づいて実行
することを含む。
【００９５】
　実施形態によっては、在宅での擬似睡眠検査の実行に先立って、ＩＰＧ１００及びシス
テム２００の検出パラメータは、ＩＰＧ１００及びシステム２００を正式な睡眠検査の間
に検出モード（例えば、図４Ａにおける第２の状態２０４）において先に述べたものと略
同一の方法で動作することにより、正式な睡眠検査の従来の検出パラメータに対して較正
される。
【００９６】
　無呼吸及び／または低呼吸等の睡眠呼吸障害を検出するためには、任意の数の生理学的
パラメータが様々な首尾で使用され得るが、本開示による一実施形態では、ＩＰＧ１００
の検出モジュール１０２が経胸的生体インピーダンスパラメータを介して無呼吸／低呼吸
を検出する。具体的には、経胸的インピーダンスの測定値は、呼吸波形の相対振幅を追跡
するために使用される。生物学的に言えば、肺の生体インピーダンスは、肺が空気で満た
されかつ空にされるにつれて変わる。空気で満たされた肺は、僅かに高いインピーダンス
を有する。別の態様では、変化する呼吸駆動も生体インピーダンスの振幅を変化させ、呼
吸駆動が大きいほど、生体インピーダンスの信号振幅は増大する。
【００９７】
　ＩＰＧ１００の検出モジュール１０２を介して経胸的生体インピーダンス信号が取得さ
れると、生体インピーダンス信号は、経時的な平均ピーク振幅を識別するためにさらに処
理される。睡眠呼吸障害イベントは、典型的な無呼吸イベントの既知の持続時間に略類似
する持続時間に渡って発生する周期的な振幅変動をさらに識別することによって検出され
る。この点に関連して、図５は、概して呼吸駆動／努力及び経胸的生体インピーダンス信
号５０４に対応する呼吸気流信号５０２を略示するグラフ５００を提示している。図５に
示されているように、これらの信号の相対振幅（ｙ軸５０８で表示）は、ある時間期間（
ｘ軸５０６で表示）に渡って別々に追跡される。
【００９８】
　上述の実施形態において、生体インピーダンス信号５０４は経胸的検出メカニズムを介
して取得される。しかしながら、他の実施形態では、生体インピーダンス信号５０４は、
図３Ａの両側神経電極パラメータ１４８に関連して先に同定されたもの等の他の検出メカ
ニズムを介して取得される。例えば、ある実施形態では、潜在的な（同時的または交互的
）両側刺激を有効化するために身体左右側面の各々に刺激カフ電極が設けられる場合、生
体インピーダンスは、身体の反対の両側面に離隔されて配置されるこれらの個々の神経カ
フ電極間で測定することが可能である。気道の圧潰が発生すると、この生体インピーダン
ス信号のパターン変化が検出され、かつ無呼吸／低呼吸イベントを表示するために使用さ
れることが可能である。当然ながら、本開示の実施形態における生体インピーダンス信号
の監視は、厳密に経胸的検出メカニズムまたは離隔された刺激カフにより提供される検出
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メカニズムの何れかに限定されるものではない。
【００９９】
　具体的には、ある典型的な無呼吸イベントの間の（生体インピーダンス測定の）振幅信
号の観察において、システムは、時間期間１０秒から４０秒の（全閉塞に直結する）低振
幅信号及びこれに続く睡眠からの覚醒及び確実な過呼吸に起因する（生体インピーダンス
測定の）極めて高い振幅信号を観察する。図５において、正常呼吸の間の生体インピーダ
ンス信号５０４はセグメント５４０で表され、一方で睡眠呼吸障害イベントの間の比較的
低い振幅の生体インピーダンス信号５０４はセグメント５４２で表され、次には高努力セ
グメント５４４における比較的高い振幅の信号が続く。さらに、生体インピーダンス信号
５０４の比較的低い振幅のセグメント５４２は、閉塞に起因して生じる気流信号５０２の
比較的低い振幅のセグメント５３２に略一致する。最後に、気流信号５０２の高振幅セグ
メント５３４は、患者が覚醒されて睡眠呼吸障害イベントから回復するために高努力（部
分２７４で表示）を働かせることに伴う呼吸駆動への増加を表す。
【０１００】
　従って、ある実施形態において、ＩＰＧ１００は、睡眠呼吸障害行動を識別するために
図５に示されているこの生理学的データを使用する。ある態様では、このデータは、シス
テム２００が動作の第２の状態２０４にある場合にＩＰＧ１００の検出モジュール１０２
を介して検出される。
【０１０１】
　本開示の別の実施形態において、ＩＰＧ１００の検出モジュール１０２は、呼吸圧力パ
ラメータを介して無呼吸または低呼吸を検出する。図１－図２に関連して先に述べたよう
に、呼吸圧力の測定は、圧力センサを胸腔外空間（図２の８９で表示）または胸腔内空間
（図２における破線８８及び識別子９０で表示）内に置くことによって行われることが可
能である。呼吸圧力信号は、吸息の間に発生される負圧に比例する呼吸信号を提供する。
例えば、呼吸圧力の振幅の大きさは、呼吸駆動または努力のレベルに起因して変わり、か
つ上気道内の任意の気流制限に基づいても変わる。
【０１０２】
　この点に関連して、図６は、概して呼吸駆動／努力及び呼吸圧力信号５５２に対応する
呼吸気流信号５０２を略示するグラフ５５０を提示している。図６に示されているように
、これらの信号の相対振幅（ｙ軸５０８で表示）は、ある時間期間（ｘ軸５０６で表示）
に渡って別々に追跡される。
【０１０３】
　具体的には、ある典型的な無呼吸イベントの間の（呼吸圧力測定の）振幅信号の観察に
おいて、システムは、時間期間１０秒から４０秒の（全閉塞に直結する）高振幅信号及び
これに続く睡眠からの覚醒及び確実な過呼吸に起因する（呼吸圧力測定の）極めて高い振
幅信号を観察する。図６において、正常呼吸の間の呼吸圧力信号５５２はセグメント５６
０で表され、一方で睡眠呼吸障害イベントの間の比較的高い振幅の呼吸圧力信号５５２は
セグメント５６２で表され、次には高努力セグメント５６４における比較的高い振幅の信
号が続く。さらに、呼吸圧力信号５５２の比較的高い振幅のセグメント５６２（呼吸性負
圧の大きさの増大を表す）は、閉塞に起因して生じる気流信号５０２の比較的低い振幅の
セグメント５３２に略対応する。
【０１０４】
　従って、（多層的システム２００の第２の状態２０４において動作する際の）ＩＰＧ１
００の検出モジュール１０２は、呼吸圧力センサからの呼吸振幅を追跡して平均ピーク圧
力を識別しかつ無呼吸イベントの周期に類似する時間成分を有する周期的振幅変動を検出
することにより、（図６に示されているもの等の生理学的データを用いて）無呼吸または
低呼吸を検出することができる。
【０１０５】
　さらに別の実施形態において、ＩＰＧ１００の検出モジュール１０２は、２つ以上の一
次生理学的信号を決定因子として用いることにより無呼吸または低呼吸を検出することが
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できる。従って、図７Ａに示されているように、無呼吸または低呼吸がいつ発生しつつあ
るかを決定するために、生体インピーダンス信号５０４及び呼吸圧力信号５５２の双方が
使用される。図７Ａに示されている例は経胸的生体インピーダンス信号を示しているが、
無呼吸または低呼吸が発生しつつあるかどうかを決定するためには、他の生体インピーダ
ンス信号が呼吸圧力信号５５２と組み合わせて追跡されかつ使用され得ることは理解され
る。
【０１０６】
　生体インピーダンス検出信号５０４（図５）または呼吸圧力検出信号５５２（図６）の
何れかを単独で使用することは、ある程度のレベルの無呼吸検出を提供するが、これらの
個々の検出信号は、呼吸駆動及び制限され／閉塞された気流（無呼吸／低呼吸）によって
共に信号振幅が変わることから特異性に欠ける。しかしながら、生体インピーダンスセン
サ及び呼吸圧力センサの双方からの生理学的データを用いる組合せは、双方のセンサが呼
吸駆動の増大に起因する著しい振幅変化を有することから優れた無呼吸／低呼吸検出を提
供する。実施形態によっては、これらの略変化は、無呼吸／低呼吸の発生中に反対の振幅
変化を含む。具体的には、図７Ａに示されているように、呼吸圧力の振幅（信号５５２）
は気流制限に起因して著しく増大し（セグメント５６２）、かつ生体インピーダンス信号
（５０４）は、気流信号５０２の気流制限（セグメント５３２）に応答して無視し得るレ
ベルまで下がる（セグメント５４２）。図７Ａのグラフ５７０の睡眠呼吸障害５２２部分
によって示されるように、２つの信号５０４、５５２の相対振幅がグラフ５７０の睡眠呼
吸障害部分５２２において描かれているように反対方向に動作する（一方が大きく増大し
、一方が大きく低下する）と、閉塞された気流または無呼吸／低呼吸が検出される。しか
しながら、実施形態によっては、患者の個人差に起因して、睡眠呼吸障害行動の少なくと
も一部の間に呼吸圧力が（増大ではなく）低下し得ることは理解されるであろう。睡眠呼
吸障害の間に示される生理学的状態が実際の個人個人の行動毎に変わる範囲において、こ
れらの変動は、治療刺激処方及び検出モデルが特定の各患者の睡眠呼吸障害の識別におけ
る精度を保証すべく各患者に合わせて調製されるように、（少なくとも図４Ｅ－図４Ｈに
関連して述べたような）植込み可能なパルス発生器システムの較正を介して明らかにされ
る。実施形態によっては、睡眠呼吸障害イベントが中枢性睡眠時無呼吸イベントであると
き、検出される生体インピーダンス信号の振幅の略変化は検出される生体インピーダンス
信号の振幅の略減少を含み、かつ検出される呼吸圧力信号の振幅の略変化は検出される呼
吸圧力信号の振幅の略減少を含む。他の実施形態では、睡眠呼吸障害イベントは低呼吸イ
ベントであり、検出される生体インピーダンス信号の振幅の略変化は検出される生体イン
ピーダンス信号の振幅の略減少を含み、かつ検出される呼吸圧力信号の振幅の略変化は検
出される呼吸圧力信号の振幅の略増加を含む。しかしながら、低呼吸イベントの場合、検
出される生体インピーダンス信号の振幅の個々の略減少及び検出される呼吸圧力信号の振
幅の個々の略増加は各々、変化の規模において、閉塞性睡眠時無呼吸イベントで発生する
ものより少ない。
【０１０７】
　実施形態によっては、睡眠呼吸障害行動の存在を検出する方法は、睡眠呼吸障害行動が
発生しているかどうか、及び具体的には閉塞性睡眠時無呼吸が発生しているかどうかを識
別するために生体インピーダンス信号を呼吸圧力信号に対してマッピングすることを含む
。ある非限定的な例において、図７Ｂは、生体インピーダンス信号５８２（ｙ軸）と呼吸
圧力信号５８４（ｘ軸）との関係に基づいて、異なる呼吸パターンをグリッド５８１とし
て略示するグラフ５８０である。図７Ｂに示されているように、呼吸圧力の正常な振幅５
８７及び生体インピーダンスの正常な振幅５９１の測定値の組合せは、正常な呼吸５９６
が発生しつつあることを示している。
【０１０８】
　しかしながら、図７Ｂのグラフ５８０によって示されるように、閉塞性睡眠時無呼吸（
または低呼吸）が生じるにつれて、生体インピーダンス信号と呼吸圧力信号とは反対方向
へ移動し、結果的に呼吸圧力信号の高い振幅５８８と生体インピーダンス信号の低い振幅
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５９０との組合せが生じて閉塞性睡眠時無呼吸５９７が示される。体が過呼吸による閉塞
性睡眠時無呼吸に反応するにつれて、呼吸圧力信号の高い振幅５８８と生体インピーダン
ス信号の高い振幅５９２との組合せは高努力または過呼吸パターン５９８を示す。例えば
、図７Ａでは、過呼吸は、呼吸圧力の振幅（セグメント５６４）が正常な呼吸の間の呼吸
圧力の振幅（セグメント５６０）の約２倍であり、かつ過呼吸の間の生体インピーダンス
の振幅（セグメント５４４）が正常な呼吸の間の生体インピーダンスの振幅（セグメント
５４０）または無呼吸イベントの間より略高いことから観察可能である。
【０１０９】
　これらの異なる呼吸パターンを考慮して、グラフ５８０はさらに、正常な呼吸（５９６
）から無呼吸イベント（５９７）へ、過呼吸（５９８）へと移動し、閉塞が減少するにつ
れて正常な呼吸（５９６）へ戻るサイクル５９４を示している。
【０１１０】
　実施形態によっては、睡眠呼吸障害行動に続く過呼吸の振幅を監視することに加えて、
システムは、過呼吸イベントの持続時間または長さを監視する。この持続時間は、先行す
る睡眠呼吸障害イベントにより生じる酸素脱飽和のレベルに対して相関されることも可能
である。この方法では、過呼吸イベントの持続時間が睡眠呼吸障害の重症度スコアを決定
する際の少なくとも１つの因子として使用され、過呼吸のより長い持続時間は概してより
重篤な睡眠呼吸障害に関連づけられ、かつこれを表し、過呼吸のより短い持続時間は重症
度の低い睡眠呼吸障害を表す。
【０１１１】
　実施形態によっては、過呼吸機能（図３Ａにおける治療マネージャ１０６の過呼吸機能
１８６等）は、睡眠呼吸障害イベント後に検出される生体インピーダンス信号の振幅の略
変化を識別することを介して、睡眠呼吸障害イベントに続く過呼吸期間を識別する。さら
に、実施形態によっては、過呼吸機能は、睡眠呼吸障害イベント後に検出される生体イン
ピーダンス信号の振幅の略変化と略同時に発生する、睡眠呼吸障害イベント後に検出され
る呼吸圧力信号の振幅の略変化を介して過呼吸期間を識別するように構成される。実施形
態によっては、過呼吸機能は、過呼吸期間に先行する睡眠呼吸障害イベントの重症度を、
過呼吸期間の持続時間、睡眠呼吸障害イベントの持続時間または睡眠呼吸障害イベントに
続く最も低い血中酸素飽和度のうちの少なくとも１つを基礎として識別するように構成さ
れる。
【０１１２】
　実施形態によっては、睡眠呼吸障害行動の存在を検出する方法は、睡眠呼吸障害が発生
しているかどうかを決定するために生体インピーダンス信号及び呼吸圧力信号の双方の百
分率変化を追跡することを含む。例えば、正常な呼吸の間に生体インピーダンス信号及び
呼吸圧力信号を追跡してベースラインを確立し、次いで潜在的な睡眠呼吸障害イベントの
間に生体インピーダンス信号の百分率減少（または、絶対的減少）及び呼吸圧力信号の百
分率増加（または絶対的増加）を識別することができる。個々の百分率減少（生体インピ
ーダンス）及び百分率増加（呼吸圧力）のうちの一方または双方が予め決められたしきい
値（例えば、５０％、７５％、１００％、他）を超えれば、システムは、無呼吸／低呼吸
イベントが発生していると結論づける。さらなる例示として、図７Ａは非限定的な例を提
示し、生体インピーダンス信号５０４がセグメント５４２において（正常呼吸セグメント
５４０における振幅Ａと比較して）概して１００％（振幅０で表示）減少したこと、及び
呼吸圧力信号５５２がセグメント５６２において（正常呼吸セグメント５６０における振
幅Ａと比較して）概して１００％（振幅２Ａで表示）増加したことを示している。この測
定が２つの個々の百分率変化（１００、１００）の平均（１００％）を含み、かつしきい
値が変化９０％であるとすれば、個々の信号の平均変化１００％はしきい値（例えば、９
０％）を超え、これは、睡眠呼吸障害イベントが発生していることを示す。この睡眠呼吸
障害イベントの発生は、気流信号５０２の対応するセグメント５３２によってモデリング
されている。
【０１１３】
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　実施形態によっては、しきい値平均百分率の変化は、息の最小量、呼吸サイクルの予め
設定された最小量または複数の呼吸サイクルを含む予め決められた時間期間のうちの少な
くとも１つに基づく。
【０１１４】
　これらの理由により、本開示の原理に従って、生体インピーダンス信号と呼吸圧力信号
との組合せの使用は、無呼吸の誤検出識別を生み出す可能性が少ないロバストな無呼吸ま
たは低呼吸の検出方法を有効化する。
【０１１５】
　しかしながら、本開示による実施形態は、生体インピーダンス信号及び／または呼吸圧
力信号の使用のみを介する無呼吸（または低呼吸）の検出に限定されない。他の生理学的
信号も、無呼吸／低呼吸が発生しつつあることの示度を提供することが知られている。こ
れらの信号は、上述のアプローチを補強するために、無呼吸／低呼吸が発生しつつあるこ
とをさらに確認するように処理されることが可能である。例えば、心拍数は閉塞性無呼吸
の発現時には減少することが知られ、続いて心拍数は無呼吸の終わりへ向けて、かつ無呼
吸の直後に急速に上昇する。別の例では、（植込まれたシステムを介して光学的に測定さ
れる）血液酸素レベルは、無呼吸イベントの間及び無呼吸イベントに続いて降下すること
が知られている。従って、このような生理学的データは、無呼吸／及び低呼吸の存在また
は不在をさらに確認するために、ＩＰＧ１００の検出モジュール１０２を介して入手され
ることが可能である。さらに、図７Ａに示されている呼吸圧力及び生体インピーダンスの
一次生理学的データに加えて、これらの生理学的信号からのデータ（例えば、心拍数、血
液酸素）は、無呼吸／低呼吸イベントの重症度の示度を提供する無呼吸／低呼吸イベント
の持続時間及び／または強度を測定するために追加的に用いられる。
【０１１６】
　これらの一般原理を考慮して、図７Ｃは、本開示の一実施形態による、睡眠呼吸障害行
動（無呼吸イベントまたは低呼吸イベント等）を識別する方法６００を略示している。図
７Ｃに示されているように、方法６００は、（ステップ６０２において）生体インピーダ
ンスを検出することと、略変化（略減少等）が発生しているかどうかを検出することを含
む。ステップ６１０において、方法６００は、呼吸圧力を検出することと、略変化（例え
ば、増加）が発生しているかどうかを検出することを含む。検出された生体インピーダン
ス及び検出された呼吸圧力の双方の略変化が検出されれば、ステップ６０８において無呼
吸イベント（睡眠呼吸障害）が識別される。しかしながら、睡眠呼吸障害イベントの存在
または不在をさらに確認するためには、追加的なしきい値の使用が可能である。実施形態
によっては、ステップ６２０の時点で、方法６００は、検出された生体インピーダンス及
び／または検出された呼吸圧力の百分率変化がしきい値（例えば、しきい値の百分率変化
）を超えているかどうかを問い合わせる。超えていなければ、（ステップ６２２において
、）検出された行動が無呼吸イベントではないことが決定される。しかしながら、しきい
値が満たされ、または超えられていれば、本方法は、ステップ６２４において無呼吸イベ
ントの存在を確定する。
【０１１７】
　実施形態によっては、さらなる確認は方法６００において、ステップ６３０で、検出さ
れた心拍数が潜在的な無呼吸イベントの一部の間に減少し、次いでこの潜在的無呼吸イベ
ントの後に増加するかどうかを観察することを介して与えられる。そうでなければ、無呼
吸イベントは発生していない（ステップ６３２）。しかしながら、そうした心拍行動が確
認されれば、無呼吸イベント（即ち、睡眠呼吸障害行動）のさらなる確認が与えられる。
実施形態によっては、さらなる確認は方法６００において、ステップ６３６で、睡眠呼吸
障害行動と略同時に発生する血中酸素飽和度の略減少を観察することを介して与えられる
。この観察が欠けていれば、方法６００は、ステップ６３８において無呼吸イベントが発
生しなかったと決定することも可能である。実施形態によっては、睡眠呼吸障害のさらな
る確認が、方法６００のステップ６４０において、潜在的な無呼吸イベント後の過呼吸の
検出を介して行われる。過呼吸が発見されなければ、無呼吸イベントは発生していない。
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しかしながら、このような過呼吸が識別されれば、方法は睡眠呼吸障害イベントまたは行
動の存在を確認する。実施形態によっては、ステップ６２０、６３０、６３６及び６４０
における様々な確認の問合せは任意の順序で実行され得る、または同時に実行され得るこ
と、及び１つまたは複数の特定の問合せは省略され得る、または生理学的状態に基づく他
の確認の問合せが追加され得ることは理解されるであろう。
【０１１８】
　本開示の別の実施形態は、ＡＨＩ（無呼吸低呼吸指数）または別の無呼吸重症度指数ま
たは採点ツールの測定値に基づき、睡眠呼吸障害行動を治療する治療レベルを自動的に調
整するためのシステム及び方法を含む。このシステムでは、治療レベルは、睡眠状態、身
体位置及び他の生理学的要素（例えば、アルコール摂取、眠気、他）に基づき変わること
が知られる患者のニーズに合わせて自動的に調整される。治療の調整は、後にさらに詳述
するように、治療レベルを増分または減分することを含む。さらに、後の説明から明らか
となるように、治療レベルを自動的に調整するためのこの「自動滴定」システム及び方法
は、従来的な持続的気道陽圧（ＣＰＡＰ）システムとは略異なる方法で動作する。他の相
違点の中でもとりわけ、植込み可能な神経刺激システムは、本開示の原理に従って、睡眠
呼吸障害行動（閉塞性睡眠時無呼吸等、但しこれに限定されない）を治療する略異なるタ
イプのアプローチを提供する。必然的に、植込み可能な神経刺激システムにおいて使用さ
れる治療パラメータ及び制御システムのタイプは、ＣＰＡＰシステムにおいて使用される
治療パラメータ及び制御システムとは略異なる。
【０１１９】
　図８Ａは、本開示の実施形態及び原理による、治療レベルを自動的に調整する方法７０
０を略示するフロー図である。ある実施形態において、方法７００は、図１－図７Ｂに関
連して先に述べたシステム、コンポーネント及び他の方法を用いて実行される。他の実施
形態では、方法７００は他のシステム及びコンポーネントを用いて実行される。
【０１２０】
　図８Ａに示されているように、ボックス７０２において、方法７００は、無呼吸／低呼
吸イベントの頻度を追跡するために、ＩＰＧ１００の検出モジュール１０２を介して提供
される生理学的信号７０１に基づき、一定の時間期間に渡って無呼吸の回数（ＡＨＩ）ま
たは無呼吸重症度スコアを測定することを含む。本方法は、一定の時間期間に渡る無呼吸
／低呼吸の受容可能な回数（例えば、１時間当たりの無呼吸の回数）に対応して予め決め
られる設定点、または受容可能な無呼吸重症度スコアに対応する設定点を確立することを
含む。実施形態によっては、この設定点は一定であるが、他の実施形態では、設定点はプ
ログラム可能である（例えば、０、１、３、５、１０イベント／時、他）。別の実施形態
では、所定の時間期間内で無呼吸／低呼吸の回数を計数することに加えて、本方法は、患
者行動の測定値が設定点より上であるか下であるかを決定するために１つまたは複数の無
呼吸イベントの強度及び／または持続時間も凝視する。この後者の実施形態では、無呼吸
の回数、無呼吸の持続期間及び無呼吸の強度（並びに他の生理学的データ）が重症度スコ
アに組み合わされる。ある実施形態において、無呼吸イベントの強度は少なくとも部分的
に、血液酸素レベルの百分率減少（または、絶対測定）、心拍数の変化及び／または無呼
吸に続く過呼吸の持続時間によって決定される。
【０１２１】
　ボックス７０４に示されているように、本システム／方法は、ＡＨＩ（または他の指数
）の測定値が予め決められた設定点より上であるか否かを周期的に問い合わせる。ボック
ス７０４における問合せの回答が肯定（即ち、はい）であれば、多過ぎる無呼吸／低呼吸
が発生しつつあり、方法７００は、ボックス７０８により表されるように治療のレベルを
増分または増大する方向へ進む。治療レベルが増大されるにつれて、方法７００は、ボッ
クス７０２によって表されるように、進行中である無呼吸イベントの回数（または無呼吸
重症度スコア）の測定を継続する。
【０１２２】
　一方で、ボックス７０４における問合せの回答が否定（即ち、いいえ）であれば、現行
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の治療レベルは、患者の無呼吸／低呼吸状態を少なくとも十分に治療しているものとされ
る。しかしながら、より少ないレベルの治療でも、患者の無呼吸／低呼吸状態を十分に治
療し得る可能性がある。より低いレベルの治療は、標的神経の潜在的疲労を回避するため
には望ましいと思われ、一方でＩＰＧ１００により消費される電力量も低減される。治療
レベルが（ボックス７０６で表されるように）減分されると、方法７００は、十分な治療
レベルが保たれているかどうかを決定するためにその無呼吸イベントの回数（または、無
呼吸重症度スコア）の測定を持続する。
【０１２３】
　このようにして、方法７００は、患者に投与される治療のレベルを連続的に評価し、次
いで当然の結果として、治療の少なくとも１つの治療レベルが維持されることを保証しな
がら患者が標的神経へ不必要な刺激を受けることを防止する（即ち、過剰刺激を防止する
）ために治療レベルの増分または減分を自動的に実装する。ある態様では、この方法７０
０はまた、治療が正当化されない場合は、延長された時間期間に渡って全ての刺激を停止
する。実施形態によっては、治療レベルの増分的増大は、治療レベルが減分されるステッ
プより略大きい（例えば、５０％、１００％）ステップにおいて実行される。言い替えれ
ば、治療レベルの増大は、治療の減少よりも積極的に行われる。この手配によって、方法
７００は、無呼吸イベントの排除にはより迅速に動作するが、より低い有益な治療レベル
の発見を試行する際にはより遅速で動作する。
【０１２４】
　ある実施形態において、コントローラは、患者の覚醒を促す、または患者に不快感を起
こさせる標的神経または周辺組織への過剰刺激を防止するために予め決められるかプログ
ラム可能の何れかである最大刺激設定値を有する。これらの最大レベルは、医師によって
、システムの機能性について診察室で問診しながらプログラムされてもよい。この方法で
は、治療のパラメータが概して大多数の患者の快適さの限界内に留まるように、自動滴定
方法に境界が確立される。さらに、実施形態によっては、方法７００は、患者にとって治
療が快適でない場合に患者がレベル（振幅、持続時間、他）を下げるために自動治療の方
法を無効にできるように構成される患者用オーバーライド機能（図９において患者のオー
バーライド機能４５９として表示）を含む。実施形態によっては、この機能は、図２に関
連して先に述べたように、患者用プログラマ２３０の増加／低減機能２５０によって利用
可能である。
【０１２５】
　図８Ｂは、本開示の一実施形態による、睡眠呼吸障害を治療するための自動的に調整可
能な治療方法７２０をさらに示す。図８Ｂに示されているように、ステップ７２２におい
て方法７２０は、ベースラインに対する睡眠呼吸障害行動の重症度を追跡することを含む
。この重症度は、睡眠呼吸障害（ＳＤＢ）イベントの頻度、個々のＳＤＢイベントの持続
時間、個々のＳＤＢイベントの強度、過呼吸の存在（並びにその持続時間または強度）、
心拍数の変化及び／または血中酸素飽和度の変化のうちの１つまたはそれ以上に基づく。
【０１２６】
　７２６において方法７２０は、気道開存性関連の神経へ神経刺激信号を第１の強度レベ
ルで印加することを含む。ステップ７２８において方法７２０は、印加された神経刺激に
反応して、追跡されるＳＤＢ行動の重症度をしきい値に対して評価することを含む。ステ
ップ７３０では、評価されたＳＢＤ行動の重症度に反応して、神経刺激処方が第１の強度
レベルから第２の強度レベルへ自動的に調整される。この調整は、ステップ７３２におけ
る評価されたＳＤＢ重症度がしきい値に適合するか超える場合の神経刺激の強度レベルの
自動増分、またはステップ７３４における評価されたＳＤＢ重症度がこのしきい値を下回
る場合の神経刺激の強度レベルの自動減分の何れかとして発生する。
【０１２７】
　実施形態によっては、自動的に治療を行う方法７００は、少なくとも部分的に刺激良好
度機能によって管理される。具体的には、少なくとも（患者用プログラマまたは医師用プ
ログラマを介するフィードバックに基づく）患者の快適さ、治療による効力及び長寿命の
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各要素のバランスをとる刺激良好度機能に従って設定点が選択され、監視されかつ動的に
調整される。ある実施形態において、刺激良好度機能は図１０に示されている方法で動作
する。
【０１２８】
　図１０は、設定点を自動的に調整する方法を略示したものであり、増大する治療刺激量
８５４（ｙ軸）と治療の良好度パラメータ８５２（ｘ軸）との関係がマッピングされてい
る。良好度の増大は、患者の快適さレベルの増大、デバイスの長寿命及び無呼吸イベント
の回数または重症度の低減における治療の効力に対応している。図１０に示されているよ
うに、グラフ８５０は刺激良好度プロファイル８６０を描き、かつ標的神経へ印加される
刺激の強度または出力（８５４）の上限８７２及び効き目のある最低レベルの治療を達成
するために必要な刺激の強度または出力の下限５７０も同定している。実施形態によって
は、下限及び上限の一方または双方は医師が規定する設定点に一致するが、他の実施形態
では、下限及び上限の一方または双方は製造時に規定された設定点に一致する。或いは、
これらの上限及び／または下限は、無呼吸イベント及び／または患者のコマンドの監視を
介してアルゴリズム的に決定される。
【０１２９】
　図１０から分かるように、より低い強度／出力においては、測定される良好度（８５２
）は比較的低く（８７３で指示）、強度／出力が増大するにつれて、測定される良好度は
徐々に増加し（セグメント８７４及び８８２で指示）、最適点８８０が達成されるまで患
者にとってより良い治療経験が提供される。最適点における強度／出力のさらなる増大は
、増大された強度／出力が印加されることから、患者にとっての良好度の測定値は漸減す
る（セグメント８８４で示す）。言い替えれば、最適点８８０は、最低強度／出力より上
位で患者に最大の全体的利点を提供する点を表し、一方で強度／出力のそれ以上の増大は
患者への全体的利点を減らすので、即ち収益逓減点（diminishing returns）を表してい
る。言い替えれば、点８８０を超える刺激強度の増大は、患者の快適さを減らし、エネル
ギー使用量を増やし、かつ／または効力を下げる結果となる。従って、刺激良好度機能の
実装により、最低限及び／または医師が規定する設定値を僅かに上回る刺激レベルの動的
な増大が患者に対する全体的利点の大幅な増大をもたらすことができる。一方で、設定点
が高すぎる場合、刺激良好度機能は、患者に対する全体的利点を増大させるために設定点
をより低い値へ動的に案内することができる。
【０１３０】
　ある実施形態において、治療レベルは、図３Ａに示されているＩＰＧ１００の治療マネ
ージャ１０６の自動滴定モジュール１７０（及び治療パラメータモジュール１６８）を介
して増分または減分されることが可能である。この点に関連して、図９は、睡眠呼吸障害
行動を治療するために治療レベルを自動的に調整する方法７００に従って使用される自動
滴定モジュール１７０（及び治療パラメータモジュール１６８）の追加的な特徴及び属性
を略示するブロック図である。
【０１３１】
　図９に示されているように、自動滴定モジュール７５０は、図８Ａに示されている方法
７００に従って治療レベルを維持し、増分し、または減分するように構成される。ある実
施形態において、自動滴定モジュール７５０は、下記の機能及びモジュール、即ちオン／
オフモジュール７５２、強度モジュール７５４、デューティ・サイクル・モジュール７５
６、リセットモジュール７５８、患者用オーバーライド機能４５９及び睡眠検査パラメー
タ７９７を含む機能及びモジュールのうちの１つまたはそれ以上を含む。
【０１３２】
　ある実施形態において、オン／オフモジュール７５２は、（気道開存性を回復させる）
上気道の標的神経／筋肉への刺激を活性化または非活性化するように構成される。ある態
様において、モジュール７５２の「オフ」状態は、ＩＰＧ１００が患者の身体動作または
活動を監視する、または刺激が印加されない状態を除いて無呼吸を検出するように構成さ
れるシステム２００（図４Ａ参照）の第１の状態２０２または第２の状態２０４に対応す



(31) JP 2012-509155 A 2012.4.19

10

20

30

40

50

る。しかしながら、モジュール７５２の「オン」状態は、患者に刺激治療が行われるべき
システム２００の第３の状態２０６に直に対応する。
【０１３３】
　さらに、このオン／オフモジュール７５２が「オン」状態にあるとき、標的神経への刺
激は、各々連続パラメータ７６２及び同期パラメータ７６０に従って連続的に、または（
図３ＡのＩＰＧ１００の刺激モジュール１０４を介して）呼吸／吸息と同期されて与えら
れてもよい。別の態様において、強度モジュール７５４は、所望されるレベルの神経補充
を達成するために、標的神経への刺激信号の振幅（パラメータ７８０）、レート（速度）
（パラメータ７８２）及び／またはパルス幅（パラメータ７８４）を選択する。また、実
施形態によっては、強度モジュール７５４は、図３ＡのＩＰＧ１００に関連して先に述べ
たような多サイトパラメータ１９４Ａ、両側性パラメータ１９４Ｂ及び束パラメータ１９
４Ｃを含む、またはこれらと協調して動作可能であることも理解される。さらに、強度モ
ジュール７５４は、（完全パラメータ７９０で表示されるように）神経／筋肉が完全に補
充されるまで神経支配のある筋へ（トーンパラメータ７８６で表示されるような）微量の
トーンを与えるしきい値下の強度、攣縮強度（攣縮パラメータ７８８で表示）及び／また
は可変レベルの神経／筋肉補充を印加することによって、刺激強度をさらに変調するよう
に構成される。
【０１３４】
　ある実施形態において、自動滴定モジュール７５０は自己学習式である。言い替えれば
、予め決められた順序のパラメータ調整を用いて刺激の振幅、速度及び／またはパルス幅
（即ち、刺激パラメータ設定値）を調整することにより、所望されるレベルの神経補充が
達成される。実施形態によっては、この予め決められた順序は、所定の患者に対する治療
に応じてデータを入手するより前に自動的に用いられ、かつある患者集団の統計分析に基
づいてもよい。使用に際して、自動滴定モジュール７５０は、利用可能な検出及び刺激パ
ラメータを監視し、所定の患者に対する治療の反応を（設定値の予め決められた順序／レ
ベルを用いて）評価し、次いで刺激治療に最適な設定値を識別（しかつ実装）する。別の
態様において、自動滴定モジュール７５０は、決定された最新の最適パラメータ設定値を
適用し、治療の反応を評価しかつパラメータ設定値を調整するプロセスを反復して行う。
このようにして、自動滴定モジュール７５０は、ある時間期間に渡って治療が行われるに
つれて最良の治療設定値を自己学習する。
【０１３５】
　ある実施形態では、先に述べたように、自動滴定モジュール７５０は、患者の体内に植
え込まれた（システム２００及び／または方法７００の一部としての）ＩＰＧ１００が睡
眠ポリグラフ計または他の睡眠検査システムと協調してその特定の患者の治療パラメータ
を学習することを命じるように構成される睡眠検査パラメータ７９７を含む。この手配に
おいて、ＩＰＧ１００（図２）の検出モジュール１０２は、ＩＰＧ１００を介して検出さ
れるパラメータが、様々な無呼吸関連の生理学的イベント、パターン及び行動の示度であ
る既知の睡眠検査パラメータと相関されかつ上記パラメータに対して較正されるように、
睡眠検査中は活性である。このような相関の数例は、図４Ｅに関連して先に述べた。従っ
て、睡眠検査を介してＩＰＧ１００は、無呼吸イベントを取り巻く患者の生物学的パター
ンを学習し、これが（システム２００及び方法７００の一部としての）自動滴定モジュー
ル７５０の刺激治療設定値のベースラインまたは初期設定を確立することに助力する。こ
のベースラインが確立された後、システム２００及び／または方法７００は、少なくとも
図１－図８に関連して先に述べた方法と略同一に動作する。
【０１３６】
　実施形態によっては、自動滴定モジュール７５０は、（発現パラメータ７９４により表
示されるような）吸息発現のタイミングが治療の積極性及び効用に影響することが知られ
ていることから、刺激が開始する吸息発現前または吸息発現後の時間量を含む刺激時間の
持続時間を管理する刺激デューティ・サイクル・モジュール７５６も含む。例えば、吸息
発現後の刺激の開始は、気道が刺激以前に閉塞している（かつ、一旦閉塞すると刺激では
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閉塞を克服できない場合がある）ことに起因して効き目がない場合がある。しかしながら
、吸気発現よりかなり前に刺激を開始することは、気道が閉止する前に刺激を与えること
により気流制限または全閉塞を防止する点で有益である場合がある。従って、１つの治療
方法は、吸気発現より前に標的神経の刺激を引き起こすことを含む。（無呼吸治療のため
の神経刺激のトリガに関連して）吸気発現前後の時間期間について記述している１つの特
許は、Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒｓｏｎの「呼吸努力の検出方法と装置」と題する米国特許
第５，９４４，６８０号であり、これは、本参照によりその全体が開示に含まれる。別の
態様において、肺の不完全な排気は、次の息で吸い込まれ得る外気の量を減らす。従って
、実施形態によっては、デューティ・サイクル・モジュール７５６は、吸息の終わりの前
または後の刺激オフ（即ち、停止）のタイミングを制御する停止パラメータ７９６を含む
。
【０１３７】
　再度図９を参照すると、本開示の実施形態によっては、自動滴定モジュール７５０はリ
セットモジュール７５８を含む。一般的に言えば、リセットモジュール７５８は、上気道
の刺激と呼吸との同期を促進するように構成される。呼吸波形の信号処理は、無呼吸また
は低呼吸のサイクルの間は、主に様々に変化する呼吸信号の形態学に起因して困難になる
可能性がある。しかしながら、刺激と呼吸波形との安定的な同期が達成されれば、無呼吸
／低呼吸は容易に防止される。
【０１３８】
　従って、無呼吸／低呼吸のサイクル中にこのような信号処理を実行する困難さに鑑みて
、この一実施形態では、リセットモジュール７５８が（無呼吸／低呼吸のサイクル中に）
、患者を安定した呼吸へと効果的に「リセット」する略連続する刺激または略連続する刺
激バースト（または他の予め決められた時間期間）を印加する。実施形態によっては、こ
の刺激バーストは、約２０秒間続くことが可能である。ある実施形態において、略連続す
る刺激バーストは、２つの公称呼吸サイクルの持続時間より長い第１の時間期間に渡って
続く。このリセットの間、患者は非無呼吸の呼吸周期にあることから、システムは、刺激
と呼吸とをより良く同期させることができる。この「リセット」刺激は、幾つかの非閉塞
息の発生を可能にし、かつ信号処理による安定した呼吸信号の追跡を可能にする。リセッ
トの後、個々の刺激印加は各々、神経／筋肉疲労が生じないことを保証するために、（本
明細書において先に述べた本開示の治療方法及び実施形態による）単一の呼吸サイクルの
一部（または分画）に対応する持続時間に限定される。ある実施形態において、リセット
モジュール７５８はリセットモードの間、略連続する刺激バーストの効力を観察するため
に呼吸圧力信号も追跡する。
【０１３９】
　別の実施形態では、ノイズの多い環境に起因して（または他の理由で）一貫した呼吸情
報を取得できない場合、刺激は、適切な呼吸情報が入手可能になるまで、または刺激が一
定の断続的なデューティサイクルを有する交互刺激に変換されるまで完全に中断される。
ある非限定的な例において、交互刺激は、刺激のない３秒間で分離されるデューティサイ
クル２秒の刺激を有する。
【０１４０】
　別の実施形態において、（図３Ａにおける治療マネージャ１０６の自動滴定モジュール
１７０等の）自動滴定モジュール７５０の両側機能７９１は、身体の左側面及び右側面を
（機能７９２を介して）交互に刺激するか、（機能７９３を介して）同時に刺激するかを
決定するために、刺激モジュール１０４（図３Ａ）の両側性パラメータ１９４Ｂと協働す
る。さらに、刺激モジュール１０４（図３Ａ）の多サイトパラメータ１９４Ａと共に使用
される場合、自動滴定モジュール７５０は、１つまたは複数の神経に沿って異なる部位を
同時に刺激するか、交互に刺激するか、身体の左側を刺激するか右側を刺激するかも決定
する。
【０１４１】
　これまでの詳細な説明では、少なくとも１つの例示的な実施形態を提示したが、変形例
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が存在することは認識されるべきである。また、上記１つまたはそれ以上の例示的な実施
形態は単なる例であって、如何なる場合も本開示の範囲、適用可能性または構成を限定す
るためのものではないことも認識されるべきである。むしろ、これまでに行った詳しい説
明は、当業者に上記１つまたはそれ以上の例示的実施形態を実装するための便宜的なロー
ドマップを提供する。エレメントの機能及び配置については、添付の請求の範囲及びその
法的な同等物に記載された本開示の範囲を逸脱することなく様々な変更が実行され得るこ
とは理解されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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【図７Ａ】
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