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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の刺激電極を有する外科手術用付属品と、
　制御ユニットと
　を備える、システムであって、
　該制御ユニットは、
　該外科手術用付属品上で該複数の刺激電極の各々を別々に電気的に刺激することと、
　該複数の刺激電極の各々に加えられた該刺激によって脱分極した神経の応答を感知する
ことと、
　該感知した応答に基づいて該複数の刺激電極の各々に対するそれぞれの刺激閾値を決定
することであって、該複数の刺激電極の各々に対するそれぞれの刺激閾値は、共通の所定
の応答を生成する、ことと、
　該決定された複数の刺激電極の各々に対するそれぞれの刺激閾値に基づいて、該外科手
術用付属品から該神経への方向を決定することと、
　該方向をユーザーに伝達することと
　を実行することが可能であり、
　該システムは、
　該脱分極した神経に結合する筋肉の神経筋応答を感知するように構成された電極をさら
に備え、該電極が、該応答を該制御ユニットに送るように動作可能である、システム。
【請求項２】
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　請求項１に記載のシステムであって、前記外科手術用付属品が、外科手術の標的部位に
対して手術用の通路を確立するためのシステムを備える、システム。
【請求項３】
　請求項２に記載のシステムであって、前記外科手術の標的部位に対して手術用の通路を
確立するためのシステムが、一連の連続拡張カニューレを備え、少なくとも一つのカニュ
ーレが、遠位端の近くに少なくとも一つの刺激電極を有する、システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムであって、前記外科手術の標的部位に対して手術用の通路を
確立するためのシステムが、Ｋ－ワイヤをさらに備える、システム。
【請求項５】
　請求項４に記載のシステムであって、前記Ｋ－ワイヤが、該Ｋ－ワイヤの遠位先端に第
一の刺激電極を有する、システム。
【請求項６】
　請求項５に記載のシステムであって、前記Ｋ－ワイヤが、前記遠位先端から離れた第二
の刺激電極を有する、システム。
【請求項７】
　請求項５に記載のシステムであって、前記Ｋ－ワイヤが、前記外科手術用付属品にスラ
イド可能に受容され、該外科手術用付属品が、複数の電極を有する、システム。
【請求項８】
　請求項２に記載のシステムであって、前記外科手術の標的部位に対して手術用の通路を
確立するためのシステムが、脊髄の標的部位に接近するように構成される、システム。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステムであって、前記外科手術の標的部位に対して手術用の通路を
確立するためのシステムが、側方の腰筋を経るアプローチを介して該手術用の通路を確立
するように構成される、システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムであって、前記外科手術用付属品に接続されたハンドルをさ
らに備え、該ハンドルが、前記制御ユニットから該外科手術用付属品上の少なくとも一つ
の刺激電極への電気刺激を開始するための少なくとも一つのボタンを有する、システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、筋肉の筋電図（ＥＭＧ）応
答を表示するように動作可能なディスプレイを備える、システム。
【請求項１２】
　請求項１に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、ユーザーからの指令を受け
るように動作可能なタッチスクリーンディスプレイを備える、システム。
【請求項１３】
　請求項１に記載のシステムであって、前記刺激電極が、前記外科手術用付属品の遠位端
近くに配置される、システム。
【請求項１４】
　請求項１に記載のシステムであって、前記刺激電極が、二次元平面に配置される、シス
テム。
【請求項１５】
　請求項１に記載のシステムであって、前記刺激電極が、直交するように配置されて十字
形を形成する、システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、
【数１】

を用いることによって、前記外科手術用付属品に対する神経の方向のｘデカルト座標およ
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びｙデカルト座標を導き、ここで、ｉｅ、ｉｗ、ｉｎおよびｉｓが、東電極、西電極、北
電極および南電極についての刺激電流閾値を表す、システム。
【請求項１７】
　請求項１に記載のシステムであって、前記刺激電極が、第一の二次元平面において、電
極の第一のセットを備え、該第一の平面に平行な別の平面において、少なくとも一つの電
極の第二のセットを備える、システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムであって、前記刺激電極が、四面体を形成する、システム
。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記外科手術用付属品上
の基準点から神経への三次元ベクトルを決定するように構成される、システム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、

【数２】

を用いることによって、前記外科手術用付属品上の基準点から神経への三次元ベクトルを
決定するように構成される、システム。
【請求項２１】
　請求項１９に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、
【数３】

を用いることによって、前記外科手術用付属品上の基準点から神経への三次元ベクトルを
決定するように構成され、ここで、ｉｘは、対応する刺激電極（西、東、南または北）の
刺激電流閾値であり、ｉｋは、ｋ－ワイヤ電極の刺激電流閾値であり、ｉｃは、
【数４】

から計算される、システム。
【請求項２２】
　請求項１９に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、ユーザーに対して前記三
次元ベクトルを表示するようにさらに構成される、システム。
【請求項２３】
　請求項１に記載のシステムであって、前記刺激電極が、二対の電極を備える、システム
。
【請求項２４】
　請求項１に記載のシステムであって、前記刺激電極が、前記外科手術用付属品の第一の
長軸方向レベルにおいて第一の電極を備え、該外科手術用付属品の第二の長軸方向レベル
において第二の電極を備える、システム。
【請求項２５】
　請求項１に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、第一の刺激電極を第一の電
流信号で電気的に刺激して、第一の刺激電流閾値が第一の範囲内にあるか否かを決定し、



(4) JP 4397817 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

第二の刺激電極を第二の電流信号で刺激して、第二の刺激電流閾値が第二の範囲内にある
か否かを決定するように構成され、該第一の範囲は、該第一の電流信号の値と、該第一の
電流信号の値よりも低い第一の所定の電流値との間の値によって定義され、該第二の範囲
は、該第二の電流信号の値と、該第二の電流信号の値よりも低い第二の所定の電流値との
間の値によって定義される、システム。
【請求項２６】
　請求項２５に記載のシステムであって、第一の電流信号と第二の電流信号とが等しい、
システム。
【請求項２７】
　請求項２５に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記第一の刺激電流閾値
を含む第三の範囲を決定し、前記第二の刺激電流閾値を含む第四の範囲を決定するように
さらに構成され、各範囲が、最大刺激電流閾値と最小刺激電流閾値とを有する、システム
。
【請求項２８】
　請求項２７に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、
【数５】

を用いることによって、前記第三の範囲と前記第四の範囲とを処理するように構成され、
ここで、ｉｅ、ｉｗ、ｉｎ、およびｉｓが、東電極、西電極、北電極および南電極につい
ての刺激電流閾値を表す、システム。
【請求項２９】
　請求項２７に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、

【数６】

を用いることによって、前記第三の範囲と前記第四の範囲とを処理するように構成され、
ここで、ｄが、神経から東電極、西電極、北電極および南電極までの距離である、システ
ム。
【請求項３０】
　請求項２７に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記第三の範囲と前記第
四の範囲とを処理して、前記外科手術用付属品からの神経の全体的な方向を示す弧のグラ
フィック表示を表示するように構成される、システム。
【請求項３１】
　請求項２５に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記第一の刺激電極を第
三の電流信号で電気的に刺激して、前記第一の刺激電流閾値が第五の範囲内にあるか否か
を決定し、前記第二の刺激電極を第四の電流信号で刺激して、前記第二の刺激電流閾値が
第六の範囲内にあるか否かを決定するようにさらに構成され、該第五の範囲は、該第三の
電流信号の値と、前記第一の所定の電流値との間の値によって定義され、該第六の範囲は
、該第四の電流信号の値と、前記第二の所定の電流値との間の値によって定義される、シ
ステム。
【請求項３２】
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　請求項３１に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、それぞれの電極に対応す
る刺激電流閾値が前記複数の刺激電極の各々の対応する範囲内にあると決定されるまで各
電極を電気的に刺激するように構成される、システム。
【請求項３３】
　請求項３２に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記外科手術用付属品か
らの神経の全体的な方向を示す弧のグラフィック表示を表示し、刺激電流閾値が前記複数
の刺激電極の各々の対応する範囲内にあると決定された場合、該弧を狭めるように構成さ
れる、システム。
【請求項３４】
　請求項３２に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記第一の刺激電極およ
び前記第二の刺激電極を電気的に刺激して、所定の精度範囲内で、第一の刺激電極閾値が
該第一の刺激電極について検出され、第二の刺激電極閾値が該第二の刺激電極について検
出されるまで、該第一の刺激電極および該第二の刺激電極の対応する範囲の各々を二分す
るようにさらに構成される、システム。
【請求項３５】
　請求項３４に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記外科手術用付属品か
らの神経の全体的な方向を示す弧のグラフィック表示を表示するように構成され、前記第
一の刺激電極および前記第二の刺激電極の対応する範囲が二分される場合、該弧を狭める
ように構成される、システム。
【請求項３６】
　請求項１に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記外科手術用付属品と前
記神経との間の距離が所定のレベルに達したと該制御ユニットが決定する場合、音を発す
るように構成される、システム。
【請求項３７】
　請求項１に記載のシステムであって、前記制御ユニットが、前記外科手術用付属品と前
記神経との間の距離を示す音を発するように構成される、システム。
【請求項３８】
　請求項１に記載のシステムであって、前記外科手術用付属品が、孔を通じて外科手術部
位へと経皮的に挿入するための寸法にされる、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、以下の、同時係属中であり同一人に譲渡された特許出願の、その全体を参考
として援用する：米国仮出願番号６０／３８２，３１８（表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」、２００２年５月
２１日出願）；ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ０２／２２２４７（表題「Ｓｙｓｔｅｍ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　Ｎｅｒｖｅ　Ｐｒｏｘｉｍｉ
ｔｙ，Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｓｕｒｇｅｒ
ｙ」、２００２年７月１１日出願）；ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ０２／３０６１７（表
題「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｓｕｒｇ
ｉｃａｌ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ａｎｄ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｓ」、２００２年９月
２５日出願）；およびＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ０２／３５０４７（表題「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕ
ｓ　Ｐｅｄｉｃｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｓ」、２００２年１０
月３０日出願）。
【０００２】
　（背景）
　（Ｉ．分野）
　本出願は、一般的に、外科手術を目的としたシステムおよび方法に関する。より詳細に
は、本出願は、外科手術の接近手順の間、神経に対する外科手術機器の方向を決定するた
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めの、システムおよび関連する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（ＩＩ．従来技術の説明）
　種々の外科手術は、外科手術の標的部位へ接近するための作業路を確立することに関す
る。多くの場合、外科手術の標的部位の解剖学的位置（およびそれらへのアプローチ）に
基づいて、作業路を形成するか、または作製するか、または維持するために必要とされる
機器は、神経構造の近傍かまたはごく近くを通らなければならない可能性がある。このこ
とは、接触されるかまたは妨害された場合、患者にとって問題がある可能性がある。この
ような「神経感受性」手順の例としては、脊椎手術、および前立腺（ｐｒｏｓｔｒａｔｅ
）または泌尿器形関連の手術が挙げられ得るが、必ずしもこれらに限定されない。
【０００４】
　神経および神経筋をモニタリングするためのシステムおよび方法が存在する。このよう
なシステムの一つは、いつ針が神経に接近しているかを決定する。このシステムは、針に
電流を印加して、筋肉応答を引き起こす。この筋肉応答は、代表的には、振動または「単
収縮」として、視覚的にモニタリングされる。このような筋肉応答がユーザーによって観
察される場合、この針は、反応した筋に結合した神経の近くにあるとみなされる。これら
のシステムは、ユーザーに、（この針が神経に接近していることを決定するために）筋肉
応答を観察することを要求する。これは、ユーザーの競合する課題によっては、困難であ
り得る。さらに、手順の間に全身麻酔が使用される場合、筋肉応答が抑制され得、この応
答を検出するユーザーの能力を制限する。
【０００５】
　このような現行のシステムは、一般的に、神経の近位性を決定するのに（大まかではあ
るが）有効である一方で、針に対する神経の方向、または組織を通過するかもしくは神経
の側を通る機器の方向を決定し得ない。外科医が、神経が全体的に機器の近位にあること
を理解し得る一方で、その機器に対する神経の方向を決定することができないことは、そ
の機器を進める際に、外科医に推測による作業をさせ得る。このことは、神経へ不注意の
接触をする不安、および神経に損傷を与える可能性を生じさせる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（要旨）
　本出願は、先行技術による上記問題の影響を、少なくとも減少させることに関し得る。
本出願は、外科手術手順の間、神経に対する外科手術用機器の方向を決定するためのシス
テムおよび関連する方法を包含する。本システムの一局面によると、これは、外科手術の
標的部位に接近することに利用される外科手術用機器に対する神経の方向を決定するため
の、神経生理学ベースのモニタリングの使用に関する。本システムは、外科医が駆動する
システムを提供するために、自動で、使用が容易で、そして解釈が容易な様式で、これを
実施し得る。
【０００７】
　本システムは、神経生理学モニタリングと、外科手術の標的部位において使用されるか
、または外科手術の標的部位に接近するのに使用される、任意の種々の機器（本明細書に
おいて、「外科手術用接近用機器」と称される）とを組み合わせ得る。例のみとして、こ
のような外科手術用接近用機器としては、外科手術の標的部位への手術用の通路を作製す
るための多数のデバイスもしくは構成要素（例えば、Ｋ－ワイヤ、連続的に拡張するカニ
ューレシステム、ディストラクタシステム、および／またはレトラクタシステム）が挙げ
られ得るが、これらに限定される必要はない。本明細書においては、主に脊髄手術におけ
る使用に関して記載されるが、本方法および本システムの教示が、外科手術の標的部位へ
の手術用の通路を確立するために、重要な神経構造を有する組織を通過しなければならな
い（または重要な神経構造を有する組織の近くを通らなければならない）多数のさらなる
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外科手術手順における使用に適切であり得ることが、容易に理解されるべきである。
【０００８】
　本出願に従う一般的方法は、以下を包含し得る：（ａ）外科手術用接近用機器の周辺に
複数の（例えば、４つの直交して配置された）電極を提供する工程；（ｂ）この電極を刺
激して、この外科手術用接近用機器の近くの神経に結合する筋肉の神経筋単位を神経支配
するのに必要な電流閾値（ＩＴｈｒｅｓｈ）を同定する工程；（ｃ）連続的近似を介して
、この外科手術用接近用機器に対するこの神経の方向を決定する工程；および（ｄ）この
連続的に近似した方向の情報を、解釈が容易な様式で外科医に伝達する工程。
【０００９】
　外科手術用接近用機器の周辺に複数の（例えば、４つの直交して配置された）電極を提
供する行為は、当該外科手術用接近用機器に依存して、多数の適切な様式で達成され得る
。例えば、電極は、連続拡張システム（初期拡張器、拡張カニューレ、および作業カニュ
ーレを備える）、ならびに鏡型接近システムおよび／またはレトラクタベースの接近シス
テムの、任意のまたは全ての構成要素上において直交して配置され得る。刺激行為は、任
意の種々の適切な刺激信号（種々の大きさおよび／または周波数の電圧パルスおよび／ま
たは電流パルスを含む）を、この外科手術用付属品上の電極に適用することによって達成
され得る。刺激の実行は、外科手術の標的部位への手術用の通路を作製する処理の間およ
び／または後に実施され得る。
【００１０】
　連続的近似を介して神経に対する外科手術用接近用機器の方向を決定する行為は、好ま
しくは、特定の神経に結合され、そして所望の外科手術の標的部位への外科手術的接近を
得るプロセスの間に刺激される神経によって神経支配される、筋群のＥＭＧ応答をモニタ
リングまたは測定することによって実施される。
【００１１】
　この連続的近似情報を、解釈が容易な様式で外科医に伝達する行為は、多数の適切な様
式で達成され得る。これらの様式としては、視覚的な印（例えば、英数字、発光エレメン
トおよび／またはグラフィックス）ならびに音伝達（例えば、スピーカーエレメント）の
使用が挙げられるが、これらに限定されない。例のみとして、これは、神経に対する全体
的な方向を示す弧または他の図解的表現を提供する工程を包含し得る。この方向指標は、
比較的広範囲で速やかに開始し得、（経時的に上昇する精度に基づいて）順次より狭くな
り得、そして神経に対する相対的な方向を示す単一の矢印で終結し得る。
【００１２】
　この連続的近似情報の伝達は、重要な特徴であり得る。このような方向情報を提供する
ことによって、ユーザーは、手術用の通路が外科手術の標的部位に対して確立される間お
よび／または確立された後、神経が所定の外科手術用付属品エレメントに接近し過ぎてい
ないか否かに関して情報を得続ける。これは、ユーザーが、能動的に神経を避け、そして
外科手術用接近用構成要素を再度方向付けて、神経にぶつかることも、他の方法で神経を
損なうこともなく手術用の通路をうまく作製することを可能にするという点で、外科手術
の標的部位に接近する処理の間において、特に有利である。
【００１３】
　この神経方向付け特性に基づいて、機器は、組織内の関連する神経構造にぶつかる危険
性、または他の方法で損傷を与える危険性が（あるとすれば）最小限の状態で、実質的に
あらゆる組織を通過し得、これによって、本システムは、多岐にわたる外科手術用途に適
切になる。
【００１４】
　複数の電極（例えば、４つの電極）について一度に一つの刺激閾値電流を検出する方向
検出アルゴリズムは、一つの方向ベクトルで終結するために、４０～８０回の刺激を必要
とし得る。１０Ｈｚの刺激速度では、この方法は、どんな方向情報が外科医に利用可能と
なる前にも、４～８秒を要し得る。外科医は、このシステムにしびれを切らす可能性があ
る。本明細書において記載される「弧」法は、方向検出アルゴリズムを改善し得、そして
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神経方向情報を外科医により速やかに提供し得る。このシステムは、一連の刺激の間、神
経に対する方向を、「弧」として表示し得、この「弧」は、神経を含む一帯を表す。方向
弧の計算は、正確な、最終的に計算された刺激電流閾値レベルの代わりに、刺激電流閾値
範囲に基づき得る。方向弧の表示は、刺激電流閾値が一定の値の範囲にあることが知られ
ている任意の時間に可能である。
【００１５】
　一つの局面は、システムに関する。このシステムは、以下を備える：少なくとも一つの
刺激電極を有する、外科手術用付属品；およびこの外科手術用付属品上の少なくとも一つ
の刺激電極を電気的に刺激し得、この刺激によって脱分極した神経の応答を感知し得、こ
の感知した応答に基づいて、この外科手術用付属品からこの神経への方向を決定し得、そ
してこの方向をユーザーに伝達し得る、制御ユニット。このシステムは、この脱分極した
神経に結合している筋肉の神経筋応答を感知するように構成された電極をさらに備える。
この電極は、この応答をこの制御ユニットに送るように動作可能であり得る。
【００１６】
　この外科手術用付属品は、外科手術の標的部位に対して手術用の通路を確立するための
システムを備え得る。この手術用の通路を確立するためのシステムは、一連の連続拡張カ
ニューレを備え得、ここで、少なくとも一つのカニューレは、遠位端の近くに上記の少な
くとも一つの刺激電極を有する。この手術用の通路を確立するためのシステムは、Ｋ－ワ
イヤをさらに備え得る。このＫ－ワイヤは、遠位先端に第一の刺激電極を有し得る。この
Ｋ－ワイヤは、この遠位先端から離れた第二の刺激電極を有し得る。このＫ－ワイヤは、
この外科手術用付属品にスライド可能に受容され得、ここで、この外科手術用付属品は、
複数の電極を有する。この手術用の通路を確立するためのシステムは、脊髄の標的部位に
接近するように構成され得る。この手術用の通路を確立するためのシステムは、側方の腰
筋を経るアプローチを介して手術用の通路を確立するように構成され得る。
【００１７】
　このシステムは、この外科手術用付属品に接続されたハンドルをさらに備え得る。この
ハンドルは、この制御ユニットからこの外科手術用付属品上の少なくとも一つの刺激電極
への電気刺激を開始するため、少なくとも一つのボタンを有し得る。
【００１８】
　この制御ユニットは、筋肉の筋電図（ＥＭＧ）応答を表示するように動作可能なディス
プレイを備え得る。この制御ユニットは、ユーザーからの指令を受けるように動作可能な
タッチスクリーンディスプレイを備え得る。
【００１９】
　この外科手術用付属品は、複数の刺激電極を備え得る。この刺激電極は、この外科手術
用付属品の遠位端近くに配置され得る。この刺激電極は、二次元平面に配置され得る。こ
の刺激電極は、直交して配置されて十字形を形成し得る。この制御ユニットは、以下：
【００２０】
【数７】

を用いることによって、この外科手術用付属品に対する神経の方向のｘデカルト座標およ
びｙデカルト座標を導き得、ここで、ｉｅ、ｉｗ、ｉｎおよびｉｓは、東電極、西電極、
北電極および南電極についての刺激電流閾値を表す。この刺激電極は、第一の二次元平面
において、電極の第一のセットを備え得、そしてこの第一の平面に平行な別の平面におい
て、少なくとも一つの電極の第二のセットを備え得る。この刺激電極は、四面体を形成し
得る。この制御ユニットは、この外科手術用付属品上の基準点から神経への三次元ベクト
ルを決定するように構成され得る。
【００２１】
　この制御ユニットは、以下：
【００２２】
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【数８】

を用いることによって、この外科手術用付属品上の基準点から神経への三次元ベクトルを
決定し得る。この制御ユニットは、以下：
【００２３】

【数９】

を用いることによって、この外科手術用付属品上の基準点から神経への三次元ベクトルを
決定するように構成され得、ここで、ｉｘは、対応する刺激電極（西、東、南または北）
の刺激電流閾値であり、ｉｋは、ｋ－ワイヤ電極の刺激電流閾値であり、ｉｃは、以下：
【００２４】

【数１０】

から計算される。この制御ユニットは、ユーザーに対して上記三次元ベクトルを表示する
ようにさらに構成され得る。
【００２５】
　この刺激電極は、二対の電極を備え得る。この刺激電極は、この外科手術用付属品の第
一の長軸方向レベルにおいて第一の電極を備え得、そしてこの外科手術用付属品の第二の
長軸方向レベルにおいて第二の電極を備え得る。
【００２６】
　この制御ユニットは、第一の刺激電極を第一の電流信号で電気的に刺激して、第一の刺
激電流閾値がブラケット（ｂｒａｃｋｅｔ）とされたか否かを決定し、第二の刺激電極を
第二の電流信号で刺激して、第二の刺激電流閾値がブラケットとされたか否かを決定する
ように構成され得る。この第一の電流信号と第二の電流信号とは、等しくてよい。この制
御ユニットは、この第一の刺激電流閾値についての第一の範囲を決定し、そしてこの第二
の刺激電流閾値についての第二の範囲を決定するように、さらに構成され得る。各範囲は
、最大刺激電流閾値と最小刺激電流閾値とを有し得る。この制御ユニットは、以下：
【００２７】
【数１１】

を用いることによって、この第一の範囲と第二の範囲とを処理するように構成され得、こ
こで、ｉｅ、ｉｗ、ｉｎおよびｉｓは、東電極、西電極、北電極および南電極についての
刺激電流閾値を表す。この制御ユニットは、以下：
【００２８】

【数１２】

を用いることによって、この第一の範囲と第二の範囲とを処理するように構成され得、こ
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こで、ｄは、神経から東電極、西電極、北電極および南電極までの距離である
　この制御ユニットは、この第一の範囲とこの第二の範囲とを処理して、この外科手術用
付属品からの神経の全体的な方向を示す弧を表示するように構成され得る。この制御ユニ
ットは、この第一の刺激電極を第三の電流信号で電気的に刺激して、この第一の刺激電流
閾値がブラケットとされたか否かを決定し、この第二の刺激電極を第四の電流信号で刺激
して、この第二の刺激電流閾値がブラケットとされたか否かを決定するように、さらに構
成され得る。
【００２９】
　この制御ユニットは、刺激電流閾値がブラケットとなるまで各電極を電気的に刺激する
ように構成され得る。この制御ユニットは、この外科手術用付属品からの神経の全体的な
方向を示す弧を表示するように、そして刺激電流閾値がブラケットとなる場合、この弧を
狭めるように構成され得る。この制御ユニットは、この第一の刺激電極および第二の刺激
電極を電気的に刺激して、所定の精度範囲内で、第一の刺激電極閾値が第一の刺激電極に
ついて検出され、そして第二の刺激電極閾値が第二の刺激電極について検出されるまで、
各ブラケットを二分するようにさらに構成され得る。この制御ユニットは、この外科手術
用付属品からの神経の全体的な方向を示す弧を表示するように、そして刺激電流閾値のブ
ラケットが二分される場合、この弧を狭めるように、構成され得る。
【００３０】
　この制御ユニットは、この制御ユニットがこの外科手術用付属品とこの神経との間の距
離が所定のレベルに達したと決定する場合、音を発するように構成され得る。この制御ユ
ニットは、この外科手術用付属品とこの神経との間の距離を示す音を発するように構成さ
れ得る。この外科手術用付属品は、孔を通じて外科手術部位へと経皮的に挿入するための
寸法にされ得る。
【００３１】
　別の局面は、細長い本体およびこの細長い本体上の複数の電極を備える、外科手術用機
器に関する。各電極は、複数の電流レベルで電流パルスを発生するように構成される。少
なくとも一つの電流レベルは、この細長い本体が神経の近くにある場合にこの神経を脱分
極するのに十分である。この細長い本体は、Ｋ－ワイヤを備え得る。この細長い本体は、
カニューレを備え得る。この電極は、二次元平面に４つの直交する電極を備え得る。この
電極は、第一の二次元平面に電極の第一のセットを備え、そしてこの第一の平面に平行な
別の平面に少なくとも一つの電極の第二のセットを備え得る。この電極は、第一の電流レ
ベルでラウンドロビンに電流パルスを発生し、次いで第二の電流レベルでラウンドロビン
に電流パルスを発生するように構成され得る。この細長い本体は、連続拡張システムを備
え得る。
【００３２】
　別の局面は、本体に挿入された外科手術用機器上の複数の電極について、神経刺激閾値
電流レベルの範囲を決定するように動作可能な処理ユニットに関する。
【００３３】
　別の局面は、方法に関する。この方法は、以下を包含する：本体に挿入された外科手術
用機器からの神経の方向を決定するように動作可能なシステムを提供する工程；および、
このシステムにソフトウェアをインストールする工程。この方法は、神経筋応答の最小閾
値の最低最高電圧レベルを設定する工程を、さらに包含し得る。
【００３４】
　別の局面は、外科手術用機器からの神経の方向を検出する方法に関する。この方法は、
以下を包含する：本体に挿入された外科手術用機器上の第一の刺激電極を、第一の電流信
号で電気的に刺激する工程；この第一の刺激電流信号によって、第一の刺激電流閾値がブ
ラケットとされたか否かを決定する工程；外科手術用機器上の第二の刺激電極を、第二の
電流信号で電気的に刺激する工程；および、この第二の刺激電流信号によって、第二の刺
激電流閾値がブラケットとされたか否かを決定する工程。
【００３５】
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　この第一の電流信号と第二の電流信号とは、等しくてよい。この方法は、この第一の刺
激電流閾値についての第一の範囲を決定する工程、およびこの第二の刺激電流閾値につい
ての第二の範囲を決定する工程をさらに包含し得、各範囲は、最大刺激電流閾値および最
小刺激電流閾値を有する。この方法は、この第一の範囲と第二の範囲とを処理する工程、
およびこの外科手術用付属品からの神経の全体的な方向を示す弧を表示する工程をさらに
包含し得る。
【００３６】
　この方法は、以下をさらに包含し得る：この第一の刺激電極を、第三の電流信号で電気
的に刺激する工程；この第一の刺激電流閾値がブラケットとされたか否かを決定する工程
；上記第二の刺激電極を、第四の電流信号で刺激する工程；および、この第二の刺激電流
閾値がブラケットとされたか否かを決定する工程。この方法は、刺激電流閾値がブラケッ
トとなるまで、各電極を電気的に刺激する工程をさらに包含し得る。この方法は、この外
科手術用付属品からの神経の全体的な方向を示す弧を表示する工程、および刺激電流閾値
がブラケットとなる場合、この弧を狭める工程を、さらに包含し得る。
【００３７】
　この方法は、この第一の刺激電極とこの第二の刺激電極とを電気的に刺激して、所定の
精度範囲内で第一の刺激電極閾値がこの第一の刺激電極について検出され、そして第二の
刺激電極閾値がこの第二の刺激電極について検出されるまで、各ブラケットを二分する工
程をさらに包含し得る。この方法は、この外科手術用付属品からの神経の全体的な方向を
示す弧を表示する工程、および刺激電流閾値のブラケットが二分される場合、この弧を狭
める工程を、さらに包含し得る。
【００３８】
　（詳細な説明）
　本出願の説明的実施形態が、以下に記載される。明確化の目的で、本明細書においては
、実際の実施の全ての特徴がを記載されるわけではない。いずれのこのような実際の実施
形態の開発においても、実施に特異的な多数の決定がなされて開発者の特定の目標（例え
ば、一つの実施と別の実施とでは異なる、システム関連の制約およびビジネス関連の制約
への準拠）が達成されなければならないことが、当然理解される。さらに、このような開
発の努力は、複雑であり得かつ時間がかかり得るが、それにもかかわらず、この開示の利
益を有する当業者にとって、慣習的に行われていくであろうことが、理解される。本明細
書において開示されるこのシステムは、個々に、および組合せで、特許保護に値する種々
の発明の特徴および構成要素を誇る。
【００３９】
　図１は、本出願の一実施形態に従う一般的な特徴、すなわち：（ａ）外科手術用接近用
機器の周辺に複数の（例えば、４つの直交して配置される）電極を提供する工程；（ｂ）
この電極を刺激して、この外科手術用接近用機器の近くの神経に結合する筋肉の神経筋単
位を神経支配するのに必要な電流閾値（ＩＴｈｒｅｓｈ）を同定する工程；（ｃ）連続的
近似を介して、この外科手術用接近用機器に対するこの神経の方向を決定する工程；およ
び（ｄ）この連続的に近似した方向の情報を、解釈が容易な様式で外科医に伝達する工程
、を図示する。
【００４０】
　外科手術用接近用機器の周辺に複数の（例えば、４つの直交して配置された）電極を提
供する行為は、当該外科手術用接近用機器に依存して、多数の適切な様式で達成され得る
。例えば、電極は、上記に援用される、同時継続中であり同一人に譲渡された２００２年
５月の米国特許仮出願に開示されるように、連続拡張システム（初期拡張器、拡張カニュ
ーレ、および作業カニューレを備える）、ならびに鏡型接近システムおよび／またはレト
ラクタベースの接近システムの、任意のまたは全ての構成要素上において直交して配置さ
れ得る。刺激する行為は、任意の種々の適切な刺激信号（種々の大きさおよび／または周
波数の電圧パルスおよび／または電流パルスを含む）を、この外科手術用付属品上の電極
に適用することによって達成され得る。この刺激行為は、外科手術の標的部位への手術用
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の通路を作製する処理の間および／または後に実施され得る。
【００４１】
　連続的近似を介して神経に対する外科手術用接近用機器の方向を決定する行為は、好ま
しくは、特定の神経に結合され、そして所望の外科手術の標的部位へ外科手術的に接近す
る処理の間に刺激される神経によって神経支配される筋群の、ＥＭＧ応答をモニタリング
または測定することによって実施される。
【００４２】
　この連続的近似情報を、解釈が容易な様式で外科医に伝達する行為は、多数の適切な様
式で達成され得る。これらの様式としては、視覚的な印（例えば、英数字、発光エレメン
トおよび／またはグラフィックス）ならびに音伝達（例えば、スピーカーエレメント）の
使用が挙げられるが、これらに限定されない。例のみとして、これは、神経に対する全体
的な方向を示す弧または他の図解的表現を提供する工程を包含し得る。この方向指標は、
比較的広範囲で速やかに開始し得、（経時的に上昇する精度に基づいて）順次、より狭く
なり得、そして神経に対する相対的な方向を示す単一の矢印で終結し得る。
【００４３】
　この方向指標は、重要な特徴であり得る。このような方向情報を提供することによって
、ユーザーは、手術用の通路が外科手術の標的部位に対して確立される間および／または
確立された後、神経が所定の外科手術用付属品エレメントに接近し過ぎているか否かに関
する情報を得続ける。これは、ユーザーが、能動的に神経を避け、そして外科手術用接近
用構成要素を再度方向付けて、神経にぶつかることも、その他に神経を危うくすることも
なく手術用の通路をうまく作製することを可能にするという点で、外科手術の標的部位に
接近する処理の間において、特に有利である。
【００４４】
　そして、この神経方向付け特性に基づいて、機器は、組織内の関連する神経構造にぶつ
かる危険性、または組織内の関連する神経構造に他の損傷を与える危険性が（あるとすれ
ば）最小限の状態で、実質的にあらゆる組織を通過し得、これによって、本システムは、
多岐にわたる外科手術用途に適切になり得る。
【００４５】
　図２～３は、例のみとして、本発明の広範な局面に従う外科手術システム２０を図示す
る。外科手術システム２０は、制御ユニット２２、患者モジュール２４、この患者モジュ
ール２４に接続されたＥＭＧハーネス２６および帰還電極２８、ならびに（例のみとして
）ケーブル３２を介して患者モジュール２４に接続され得る連続拡張外科手術用接近用シ
ステム３４を備える。この連続拡張接近システム３４は、例のみとして、Ｋ－ワイヤ４６
、一以上の拡張カニューレ４８、および作業カニューレ５０を備える。
【００４６】
　この制御ユニット２２は、タッチスクリーンディスプレイ４０および基部４２を備える
。これらは、集合的に、外科手術システム２０を制御する本質的な処理能力（ソフトウェ
アおよび／またはハードウェア）を備える。この制御ユニット２２は、本明細書において
記載されるような、神経に対する外科手術エレメントの配置に従って音を発する音響ユニ
ット１８を備え得る。
【００４７】
　この患者モジュール２４は、データケーブル４４を介してこの制御ユニット２２に接続
され、制御ユニット２２と患者モジュール２４との間の電気的な接続および連絡（デジタ
ルおよび／またはアナログ）を確立する。この制御ユニット２２の主機能としては、タッ
チスクリーンディスプレイ４０を介してユーザー指令を受けること、外科手術用接近用機
器３０上の刺激電極を作動させること、規定のアルゴリズム（以下に記載される）に従っ
て信号データを処理すること、受けたパラメータおよび処理したデータを表示すること、
そしてシステム状態をモニタリングして故障状態を報告すること、が挙げられる。このタ
ッチスクリーンディスプレイ４０は、好ましくは、情報をユーザーに連絡し、ユーザーか
らの指示を受け得るグラフィカル・ユーザー・インタフェース（ＧＵＩ）を備える。ディ
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スプレイ４０および／または基部４２は、刺激供給源を支配し、患者モジュール２４から
デジタル化した信号および他の情報を受け、ＥＭＧ応答を処理して各筋群についての特徴
情報を抽出し、そして処理したデータをディスプレイ４０を介して操作者に表示する患者
モジュールインターフェース回路（ハードウェアおよび／またはソフトウェア）を含み得
る。
【００４８】
　一実施形態において、この外科手術システム２０は、外科手術の標的部位への手術用の
通路の作製の間および／または後に、各Ｋ－ワイヤ４６、拡張カニューレ４８および／ま
たは作業カニューレ５０に対する神経の方向を決定し得る。外科手術システム２０は、種
々の外科手術用接近用機器４６～５０上の、直交性に配置された刺激電極１４０２Ａ～１
４０２Ｄ（図１４Ａ～１４Ｂ）の各々（例えば、機器４６～５０の遠位端上の電極）に電
気刺激信号を送るように協働する制御ユニット２２および患者モジュール２４を有するこ
とによって、これを達成する。患者内の外科手術用接近用機器４６～５０の配置に依存し
て、刺激信号は、外科手術用機器４６～５０に隣接するかまたは全体的に近位にある神経
を脱分極させ得る。これは、筋群を刺激し、そしてＥＭＧ応答を引き起こす。この応答は
、ＥＭＧハーネス２６を介して感知され得る。このシステム２０の神経方向付け特性は、
ＥＭＧハーネス２６を介して外科手術システム２０によってモニタリングされた、種々の
筋の神経筋単位の誘発された応答の評価に基づく。
【００４９】
　連続拡張外科手術接近システム３４は、患者の皮膚と外科手術の標的部位との間の組織
をブラントダイセクションするように設計される。各Ｋ－ワイヤ４６、拡張カニューレ４
８および／または作業カニューレ５０は、複数の（例えば、４つの直交性に配置される）
刺激電極を備えて、患者の皮膚と外科手術の標的部位との間の神経の配置を検出し得る。
これを容易にするため、外科手術用付属品４６～５０の患者モジュール２４への（ケーブ
ル３２を介する）電気的接続のために、外科手術用ハンドピース５２が提供される。好ま
しい実施形態において、外科手術用ハンドピース５２は、制御ユニット２２から特定の外
科手術用接近用機器４６～５０への刺激信号（好ましくは、電流信号）を選択的に開始す
るための、一以上のボタンを備える。手術用の通路を形成する際に組織を通過する間にお
ける、これらの外科手術用接近用機器４６～５０上の電極の刺激は、この外科手術用接近
用機器４６～５０に接近したかもしくは比較的近位になった神経を脱分極させ、神経支配
された神経筋単位の応答を引き起こす。
【００５０】
　神経に結合する神経筋単位を（ＥＭＧハーネス２６および記録電極２７を介して）モニ
タリングすること、および得られたＥＭＧ応答を（制御ユニット２２を介して）評価する
ことによって、この連続拡張接近システム３４は、このような神経に対する方向を検出し
得る。方向決定は、能動的にこのような神経の周辺を通り抜けるかまたはこのような神経
を過ぎて、特定の外科手術の標的部位への手術用の通路を安全かつ再現性よく形成する能
力を提供する。一実施形態において、例のみとして、この連続拡張接近システム３４は、
脊柱の骨の背側要素を避けるように背外側性に腰筋を横切る様式で椎間の標的部位への手
術用の通路を確立するために、特に適切である。
【００５１】
　これらの機能を達成するための神経生理学の背後のアルゴリズムおよび原理の考察がこ
こで行われ、これらの原理の種々の実施の詳細な説明がこれに続く。
【００５２】
　図４および図５は、本出願の基本的な局面を説明する：刺激信号（図４）および得られ
た誘発された応答（図５）。例のみとして、この刺激信号は、好ましくは、システムソフ
トウェアによって調節可能な周波数および振幅の、長方形の単相性パルスを有する刺激電
流信号（Ｉｓｔｉｍ）である。一実施形態において、刺激電流（Ｉｓｔｉｍ）は、任意の
適切な様式で接続され得（すなわち、ＡＣまたはＤＣ）、そして２００μ秒の長さの長方
形の単相性パルスを備える。この電流パルスの振幅は、固定され得るが、好ましくは、任
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意の適切な範囲の電流振幅（例えば、２～１００ｍＡ）から掃引され得る。各神経および
神経筋単位について、刺激電流パルスからＥＭＧ応答までに特徴的な遅延（代表的に５～
２０ｍｓ）が存在する。これを補償するため、電流パルスの周波数は、適切なレベル（例
えば、好ましい実施形態においては、４Ｈｚ～１０Ｈｚ（および最も好ましくは、４．５
Ｈｚ））に設定されて、神経が脱分極から回復する機会を有する前にこの神経を刺激する
ことを防止し得る。図５に示されるＥＭＧ応答は、Ｖｐｐ＝Ｖｍａｘ－Ｖｍｉｎの最高最
低電圧によって特徴付けられ得る。
【００５３】
　このシステム２０によって利用される神経生理学の背後の基本事項は、各神経は、それ
が脱分極する特徴的な閾値電流レベル（ＩＴｈｒｅｓｈ）を有する、ということである。
この閾値より下では、電流刺激は、顕著なＥＭＧ応答（Ｖｐｐ）を誘発しない。一旦この
刺激閾値（ＩＴｈｒｅｓｈ）に達した場合、誘発された応答は、再現性があり、かつ刺激
の増大に従って、飽和に達するまで増大する。この刺激電流とＥＭＧ応答との間の関係は
、図６に示されるような、いわゆる「漸加曲線」を介して図解的に表現され得る。この「
漸加曲線」は、開始領域、直線領域、および飽和領域を含む。例のみとして、このシステ
ム２０は、顕著なＥＭＧ応答がおよそ１００μＶのＶｐｐを有することを規定し得る。好
ましい実施形態において、この閾値電位を誘発する最低の刺激電流（ＶＴｈｒｅｓｈ）は
、刺激電流閾値または「ＩＴｈｒｅｓｈ」と呼ばれる。
【００５４】
　この有用な情報を得るために、このシステム２０は、所定の刺激電流（Ｉｓｔｉｍ）に
相当する各ＥＭＧ応答の最高最低電圧（Ｖｐｐ）を最初に同定する。しかし、刺激および
／またはノイズアーチファクトの存在は、電気的に誘発されたＥＭＧ応答の、誤ったＶｐ
ｐ測定を引き起こさせ得る。この課題を克服するため、この外科手術システム２０は、多
数の適切なアーチファクト排除技術を利用し得る。（刺激および／またはノイズアーチフ
ァクト排除技術によって容易にされたように）各ＶｐｐＥＭＧ応答を測定した場合、この
Ｖｐｐ情報は、神経と、刺激電流を伝達する外科手術用接近用機器４６～５０上の所定の
電極との間の関係を決定するために、刺激電流に対して分析される。より具体的には、こ
のシステム２０は、所定のＶｐｐＥＭＧ応答を引き起こし得る最低刺激電流（ＩＴｈｒｅ

ｓｈ）を同定することによって、（神経と外科手術用付属品との間の）これらの関係を決
定する。
【００５５】
　ＩＴｈｒｅｓｈは、外科手術用接近用機器３４、３６と神経との間の方向を決定する目
的で、４つの直交する電極１４０２Ａ～１４０２Ｄ（図１４Ａ～図１４Ｂ）の各々につい
て決定され得る。これは、二部分閾値－探索アルゴリズム（ｔｗｏ－ｐａｒｔ　ｔｈｒｅ
ｓｈｏｌｄ－ｈｕｎｔｉｎｇ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）を利用することによって達成され得
る。このアルゴリズムは、ブラケット化プロセスと、二分（二分割）プロセスとを含み、
各刺激電極について段階的に進行し、逐次的方向情報をユーザーに提供し得る。
【００５６】
　（弧法）
　一実施形態において、逐次的方向情報は、以下に記載される「弧」法に従って、神経を
含む一帯を表す弧（または範囲）の形態を取り得る。この逐次的方向情報は、刺激電流閾
値「範囲」に基づき、そして表示され得る（図１５Ａ～図１５Ｃ）か、他に、刺激電流閾
値が値の範囲に入ることが知られた時はいつでも外科医に対して連絡され得る。
【００５７】
　ブラケット化プロセスにおいて、電気刺激が、４つの直交する電極１４０２Ａ～１４０
２Ｄ（図１４Ａ～図１４Ｂ）の各々に提供される。この電気刺激は、低い電流レベル（例
えば、０．２ｍＡ）で始まり、そして一定の比率で増大する。「弧」法においては、４つ
の電極１４０２Ａ～１４０２Ｄの各々は、（別の電極１４０２に進む前に一つの電極１４
０２についてのブラケット化を完了する別の方法に対して）次のより高い電流レベルに進
む前に、順次、同じ電流レベルで刺激され得る。目標は、４つの刺激電極１４０２Ａ～１
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４０２Ｄの各々について、刺激電流の周りのブラケットを同定することである。刺激電流
閾値が電極１４０２についてブラケットとされた場合、このブラケット化作業は、電極１
４０２について完了し、そして刺激は、刺激電流閾値が各電極についてブラケットとされ
るまで、残りの電極について進行する。ブラケット化プロセスが進行するのに従って、各
新しい刺激は、電極１４０２についての電流閾値の「範囲」についての情報を提供する。
この情報は、刺激電流閾値を（例えば、１．６ｍＡと３．２ｍＡとの間に）ブラケットと
さ得るか、またはこれは、電流閾値についてのより低い境界（例えば、閾値が５．０ｍＡ
より大きい）を提供するのみであり得る。いずれの事象でも、この「弧」にブラケット化
するプロセスは、刺激電極１４０２Ａ～１４０２Ｄの各々について進行し、逐次的に、外
科手術用接近用機器４６～５０に対する神経の方向に関するより正確な情報を提供する。
【００５８】
　図１０に示されるように、最終的な方向ベクトルを含む弧は、４つの刺激電極１４０２
Ａ～１４０２Ｄに対応する刺激電流閾値についての範囲情報から計算される。これは、ブ
ラケット化プロセスが進行する場合に所望される頻度で行われ得る。次いで、この弧は、
図１５Ａ～図１５Ｃにおけるように、操作者に方向情報を表示するのに使用され得る。
【００５９】
　この連続的近似情報は、多くの解釈が容易な様式で外科医に連絡され得る。この様式と
しては、視覚的な印（例えば、図１５Ａ～図１５Ｃおよび図２０～図２１におけるような
、英数字文字、発光エレメントおよび／またグラフィックス）および音響伝達（例えば、
図３のスピーカーエレメント１８）の使用が挙げられるが、これらに限定されない。例の
みとして、この逐次的方向情報は、「弧」１５０２を提供すること（ゆえに、「弧」法と
いう名である）、または神経に対する全体的な方向を示す他の図解的表現を提供すること
を含み得る。これらは、比較的広範に開始し得、（時間とともに改善する精度に基づいて
）逐次的により狭くなり得、そして神経に対する相対的な方向を指示する単一の矢印で終
結し得る。図１５Ａ～１５Ｃは、ブラケット化プロセスおよび二分プロセスの間により多
くの刺激電流パルスが作られて、ＥＭＧ応答が分析される場合の、機器１５００の断面の
スクリーンショット、ならびに広い方向の弧１５０２Ａ、より狭い方向の弧１５０２Ｂお
よび矢印１５０２Ｃを図示する。
【００６０】
　弧情報を表示するための多くの可能性が存在する。弧は、表示され得る。あるいは、矢
印は、弧の中点を指し得る。別の表示が使用されて、弧の幅を図示し得る（すなわち、結
果を不確実な状態にしておく）。
【００６１】
　ブラケット化プロセスの完了の際、二分プロセスが、刺激電流閾値をより正確に決定し
得る。ブラケット化プロセスによるように、電流刺激は、刺激電極の間を「回転」し得、
それによって閾値は、「弧」法により、実質的に並行して正確にされる。ブラケット化プ
ロセスによるように、最終的な方向ベクトルを含む弧１５０２は、このプロセスの間、頻
繁に計算されて、表示され得る（図１５Ａ～図１５Ｃ）。二分法の完了の際、全ての電極
１４０２Ａ～１４０２Ｄについて、刺激電流閾値は正確に同定される。このとき、最終的
な方向ベクトル１５０２Ｃ（図１５Ｃおよび図２０～図２１）が表示され得る。
【００６２】
　上記の二部分探索－アルゴリズムは、図７Ａ～図７Ｅを参照してさらに説明され得る。
弧法に従って、各電極１４０２は、次の刺激電流レベルを通過する前に、同じ刺激電流レ
ベルで刺激される。この様式において、逐次的方向情報は、上記のように得られ得る。閾
値電流（ＩＴｈｒｅｓｈ）は、既知の閾値電圧（ＶＴｈｒｅｓｈ）よりも大きいＶｐｐ（
図５）を引き起こす最低の刺激電流（ＩＳｔｉｍ）（図６）である。ＩＳｔｉｍの値は、
以下のようなブラケット化法によって調節され得る。第一のブラケット化は、０．２ｍＡ
および０．３ｍＡであり得る。これらの刺激電流の両方に対応するＶｐｐがＶＴｈｒｅｓ

ｈよりも低い場合、このブラケットの大きさは、０．２ｍＡおよび０．４ｍＡに倍加され
得る。このブラケットの大きさの倍加は、このブラケットの上端がＶＴｈｒｅｓｈ以上の
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Ｖｐｐとなるまで継続する。
【００６３】
　次いで、このブラケットの大きさは、二分法によって減少し得る。このブラケットの中
点の電流刺激値が使用され、そしてこの結果がＶＴｈｒｅｓｈ以上のＶｐｐとなる場合、
下半分が新しいブラケットとなる。同様に、この中点ＶｐｐがＶＴｈｒｅｓｈ以下である
場合、上半分が新しいブラケットとなる。この二分法は、ブラケットの大きさがＩＴｈｒ

ｅｓｈｍＡに減少されるまで使用される。ＩＴｈｒｅｓｈは、このブラケットに入る値と
して選択され得るが、好ましくは、このブラケットの中点として定義される。
【００６４】
　この実施形態の閾値－探索アルゴリズムは、３つの状態：ブラケット化すること、二分
すること、およびモニタリングすることを支持し得る。「刺激電流のブラケット」は、刺
激電流閾値ＩＴｈｒｅｓｈをブラケット化する刺激電流の範囲である。ブラケットの幅は
、上部境界の値マイナス下部境界の値である。チャンネルの刺激電流閾値ＩＴｈｒｅｓｈ

が最大刺激電流を超える場合、この閾値は、範囲外とみなされる。ブラケット化状態の間
、閾値探索は、本明細書において記載される方法を利用して、範囲の各ＥＭＧチャンネル
について、刺激電流を選択し、刺激電流のブラケットを同定する。
【００６５】
　最初のブラケット範囲は、多数の適切な範囲で提供され得る。一実施形態において、最
初のブラケット範囲は、０．２ｍＡ～０．３ｍＡである。上部刺激電流が応答を誘発しな
い場合、この範囲の上端は、上昇すべきである。例えば、範囲規模係数は、２であり得る
。この刺激電流は、好ましくは、一つの繰り返しにおいて１０ｍＡよりも大きくまで増大
されるべきでない。この刺激電流は、好ましくは、プログラムされた最大刺激電流を決し
て超えない（神経の損傷、傷害または他の望ましくない影響を防止するため）。各刺激に
ついて、アルゴリズムは、各活性チャンネルの応答を検査して、この刺激電流がそのブラ
ケットに入るか否かを決定する。一旦各チャンネルの刺激電流閾値がブラケットとされた
場合、このアルゴリズムは、二分状態に移行する。
【００６６】
　二分状態の間（図７Ｃおよび図７Ｄ）、閾値探索は、刺激電流を選択し得、そして各Ｅ
ＭＧチャンネルについて、範囲内の閾値によって選択した幅（例えば、０．１ｍＡ）にブ
ラケットを狭め得る。最低刺激電流がブラケットとされた後（図７Ｂ）、その平方根が特
定の精度であることが分かるまで、その平方根を含む範囲がより正確にされる。この二分
法は、平方根を含む範囲を正確にするために使用される。一実施形態において、この平方
根は、０．１ｍＡの精度まで検出されるべきである。二分法の間、このブラケットの中点
における刺激電流が使用される。刺激が応答を誘発する場合、ブラケットは、以前の範囲
の下半分に縮まる。刺激が応答を誘発しない場合、ブラケットは、以前の範囲の上半分に
縮まる。神経近位性／方向検出アルゴリズムは、選択された幅（すなわち、０．１ｍＡ）
によって分離される応答閾値が刺激電流によってブラケットとされる場合、電極位置上に
固定される。このプロセスは、全ての閾値が正確にわかるまで、活性チャンネルの各々に
ついて繰り返される。このとき、このアルゴリズムは、モニタリング状態に入り得る。
【００６７】
　モニタリング状態（図７Ｅ）の間、閾値探索は、以下に記載される方法を利用して、刺
激電流を選択し得、そして刺激電流閾値が変化しているか否かを同定し得る。モニタリン
グ状態において、刺激電流レベルは、特定のチャンネルの応答に依存して、０．１ｍＡご
とに減衰または増加し得る。閾値が変化しない場合、ブラケットの下端は応答を誘発せず
、一方ブラケットの上端は応答を誘発するはずである。これらの条件のいずれかが成り立
たない場合、このブラケットは、それに応じて調節される。このプロセスは、活性チャン
ネルの各々について繰り返され、各閾値が確実にブラケットとされるように継続する。刺
激が予期される応答を連続して３回誘発しない場合、このアルゴリズムは、ブラケットを
再構築するためにブラケット化状態に戻り得る。
【００６８】
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　刺激電流閾値範囲情報から逐次的な弧方向情報を計算するための方法が記載される。こ
の刺激電流閾値が、神経までの距離に比例すると仮定される。神経は、単一の点としてモ
デル化され得る。刺激電流電極は直交するアレイの中にあるので、方向ベクトルのＸ次元
成分およびＹ次元成分の計算は、独立に進められ得る。図８を参照すると、北電極および
南電極８００Ａ、８００Ｃは、Ｙ次元成分に寄与し、一方東電極および西電極８００Ｂ－
８００Ｄは、Ｘ次元成分に寄与する。神経に対する方向ベクトル＜ｘ，ｙ＞は、以下のよ
うに定義され得る：
【００６９】
【数１３】

ここで、ｉｅ、ｉｗ、ｉｎおよびｉｓは、東電極８０２Ｂ、西電極８０２Ｄ、北電極８０
２Ａおよび南電極８０２Ｃそれぞれの刺激電流閾値を表す。（この方程式は、便宜的に、
任意のスケールで標準化し得る。）
　閾値探索法を開始する場合、刺激電流閾値は、ある値の範囲内でのみ知らされる。した
がって、Ｘ次元成分およびＹ次元成分は、ある範囲内でのみ知らされる。この方法は、以
下のように、先の定義の拡張を提供する：
【００７０】
【数１４】

ｉｅ，最小およびｉｅ，最大のブラケットｉｅのように、ｘおよびｙが、［ｘ最小，ｘ最

大］および［ｙ最小，ｙ最大］によってブラケットとされる。別の方法で規定すると、点
（ｘ，ｙ）は、図９で示されるように、これらの境界によって記載される長方形９００の
中に位置する。図１０で示されるように、点（ｘ，ｙ）が起点から点としてモデル化され
た神経へのベクトルを表すように、境界長方形９００は、ベクトルを含む弧を表す。
【００７１】
　弧法は、いくつかの利点を有し得る。第一に、この弧は、より多くの刺激および応答が
分析される場合、比較的迅速な様式で狭まり得る。この方法は、各電極１４０２について
の電流閾値が次の電極１４０２に動く前に決定される場合よりずっと早く、全体的な方向
情報を提供する。全体的方向情報を用いて、刺激電流ベクトルの最終的な精度を有する前
に刺激を終結し得る可能性があり得る。これは、多くの場合、より速い応答を生じる。弧
法は、データ分析のリアルタイムの表示を提供し得る。これは、ユーザーにさらなる刺激
の値を示すのに役立つ。これは、ユーザーを教育し、力を与える。ユーザーは、この方法
の進行を観察し得、このことは、システム２０が最終的な方向ベクトルへの収束に向かう
時間を理解するのに役立つ。より頻繁なディスプレイの更新は、ユーザーにとって時間を
「早く進める」のに役立つ。この方法は、さらに長く思われ得る長い休止を避ける。方向
ベクトルを検出するプロセスにおける中間的動作（狭まっていく弧）の開示は、ユーザー
と接近システム３０との間の相互信頼を招く。弧は、方向ベクトルよりも直感的な神経組
織の可視化を提供し得る。
【００７２】
　弧法はまた、機器および刺激電極が神経に対して動く場合、方向を追跡するのに有用で
あり得る。例えば、刺激電流閾値における不確実さが増大する場合、これは、弧の大きさ
の増加に反映され得る。
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　システム２０の連続拡張接近システム３４（図２）は、外科手術の標的部位への安全か
つ再現性ある接近を達成し得る。これは、神経構造の存在および神経構造に対する方向を
、このような神経構造を有する任意の種々の組織を通って（または近くに）手術用の通路
を確立する前、間、後に検出することによって、そのようにする。神経構造が接触または
衝突される場合、これは、患者にとって神経の障害を引き起こし得る。
【００７４】
　一実施形態において、外科手術システム２０は、外科手術用ハンドピース５２の使用を
通じてこれを達成する。このハンドピース５２は、第一ケーブルコネクタ５１ａ、５１ｂ
を介してＫ－ワイヤ４６に電気的に接続し得、そして第二ケーブルコネクタ５３ａ、５３
ｂを介して拡張カニューレ４８または作業カニューレ５０のいずれかに接続し得る。Ｋ－
ワイヤ４６および作業カニューレ５０に対して、ケーブルは、刺激電極への電気的接続を
確立するため、これらの付属品とそれぞれのケーブルコネクタ５１ａ、５３ａとの間で直
接的に接続される。一実施形態において、ペンチまたはクランプ型デバイス５７が提供さ
れて、外科手術用ハンドピース５２とカニューレ４８の遠位端上の刺激電極との間の電気
的連絡を選択的に確立する。この電気的連絡は、クランプ型デバイス５７を形成する対向
する腕の内部表面における電気的接触部を提供することによって、達成される。ここで、
この接触部は、拡張カニューレ４８および作業カニューレ５０上に提供された電気的接触
部（好ましくは、オス－メス係合シナリオ）に係合するように寸法を決められる。外科手
術用ハンドピース５２は、一以上のボタンを備え、これによってユーザーは、制御ユニッ
ト２２から外科手術用接近用構成要素４６～５０の遠位端上の電極へ刺激電流信号を選択
的に方向付け得る。重要な局面において、各外科手術用接近用構成要素４６～５０は、そ
の遠位端の電極を除いて、その長さ全体に沿って絶縁される。拡張カニューレ４８および
作業カニューレ５０の場合、クランプ５７と係合するための、その近位端における電気的
接触部は、絶縁されない。このような刺激に応じたＥＭＧ応答は、ユーザーに神経の近位
性および／または神経の方向の情報を提供するために、モニタリングおよび評価され得る
。
【００７５】
　例えば、脊髄の手順に利用する場合、このようなＥＭＧモニタリングは、好ましくは、
特定の脊髄手術レベルに結合する、出力する神経根に対応する患者の脚の神経筋単位にＥ
ＭＧハーネス２６を接続することによって達成される（図１１および２０～２１を参照の
こと）。好ましい実施形態において、これは、その脚の主要な筋群を覆う皮膚に配置され
た８対のＥＭＧ電極２７（図２）（片側に４つ）、刺激電極に帰還経路を提供する陽極２
９、および患者モジュール２４の前置増幅器を基準にアースを提供する共通電極３１を介
して、達成される。示さないが、任意の種々の電極（針電極が挙げられるが、これらに限
定されない）が利用され得ることが、理解される。ＥＭＧハーネス２６を介して測定され
たＥＭＧ応答は、電気刺激によって引き起こされた神経脱分極の定量測定を提供する。例
として、脊髄手術について、ＥＭＧ電極２７の配置は、以下の表１に示される様式に従っ
て行われ得る。
【００７６】
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【表１】

　図１６～１９は、椎間円板への手術用の通路の作製に使用する際の、図２における連続
拡張接近システム３４を図示する。図１６に示されるように、拡張カニューレ４８内の内
部管腔に配置されたＫ－ワイヤ４６を備える初期拡張カニューレ４８Ａは、標的部位に向
かって進められる。これは、最初に、多数の市販の外科手術用ガイドフレームを用いて、
Ｋ－ワイヤ４６と初期拡張カニューレ４８Ａとを整列させることによって、容易になり得
る。一実施形態において、拡大挿入図ＡおよびＢにおいて最もよく示されるように、Ｋ－
ワイヤ４６および初期拡張カニューレ４８Ａは各々、単一の刺激電極７０を備え、患者の
皮膚と外科手術の標的部位との間の神経の存在および／または位置を検出する。より具体
的には、各電極７０は、Ｋ－ワイヤ４６および拡張器４８（および作業カニューレ５０）
の長軸方向に対して角度をなして、配置され得る。一実施形態において、この角度は、こ
れらの外科手術用接近用構成要素４６～５０の長軸方向から５°～８５°の範囲であり得
る。このような様式で各刺激電極７０を提供することによって、刺激電流は、それぞれの
付属品４６、４８の遠位先端から角度をなして方向付けられる。この電極の構成は、本出
願に従って、ユーザーが、電極７０を刺激しながら、単にＫ－ワイヤ４６および／または
拡張カニューレ４８を回転させて近位性および方向を決定する際に、有利である。これは
、継続的に、または段階的に、そして好ましくは、固定された角度位置にある間に行われ
得る。いずれの場合においても、ユーザーは、ディスプレイスクリーン４０上の近位性情
報を見る工程、および電極７０が回転される場合の変化を観察する工程によって、神経の
配置を決定し得る。これは、Ｋ－ワイヤ４６および／または拡張器４８（またはそれらに
接続する制御要素）上に基準標識７２を配置し、電極７０の方向をユーザーに示すことに
よって、容易になり得る。
【００７７】
　別の実施形態において、図２のＫ－ワイヤ４６および拡張カニューレ４８は、上に記載
され、かつ図１４Ａ～図１４Ｂに示されるように、各々複数の電極を有する。
【００７８】
　示される実施形態において、Ｋ－ワイヤ４６および初期拡張器４８Ａの軌道は、脊柱の
骨の背側要素を避けるように、それらが背外側性に腰筋を横切る様式で椎間の標的部位に
向かって進むようになる。一旦Ｋ－ワイヤ４６が、特定の椎間円板の輪に対してドッキン
グされる場合、次いで、図１７に示されるように、直径が大きくなっていくカニューレ４
８Ｂ～４８Ｄが、所望の管腔直径が導入されるまで、先に導入されたカニューレ４８Ａの
上に導かれ得る（連続拡張）。例のみとして、拡張カニューレ４８Ａ～４８Ｄは、直径が
６ｍｍ～３０ｍｍの範囲に及び得、長さは、一般的に、直径サイズが大きくなるのに従っ
て減少する。深さの印７２が、必要に応じて、各拡張カニューレ４８の長さに沿って提供
されて、患者の皮膚と外科手術の標的部位との間の深さを測定することにおいてユーザー
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を補助し得る。図１８に示されるように、作業カニューレ５０は、所望のレベルの組織拡
張が達成された後に、最後の拡張カニューレ４８Ｄの上をスライド可能に進められ得る。
次いで、図１９に示されるように、最後の拡張カニューレ４８Ｄおよび全ての拡張カニュ
ーレ４８は、作業カニューレ５０の内部管腔の中から除去され、その管腔を通して手術用
の通路が確立され得る。
【００７９】
　一旦、Ｋ－ワイヤ４６、拡張カニューレ４８、または作業カニューレ５０を用いて神経
が検出された場合、外科医は、図２１に示されるように、方向機能を選択して、接近用構
成要素４６～５０上の基準標識に対する神経への角方向を決定し得る。一実施形態におい
て、方向の矢印９０が提供され、例のみとして、神経が、接近用構成要素４６～５０に対
してどの方向であるかをユーザーに図解的に示す目的のため、カニューレ図８７の周りに
配置される。この情報は、外科医がＫ－ワイヤ４６およびカニューレ４８、５０を進める
場合に、外科医が神経を避けるのに役立つ。一実施形態において、この方向付け性能は、
Ｋ－ワイヤ４６、拡張器４８および作業カニューレ５０に、それらの遠位先端上に直交性
に配置される４つの刺激電極を備えることによって、達成される（図１４Ａ～図１４Ｂ）
。これらの電極は、好ましくは、単極構成で（すなわち、各４つの電極の各々を刺激供給
源として用いて）走査される。閾値電流（Ｉｔｈｒｅｓｈ）は、筋で誘発された電位応答
Ｖｐｐを測定する工程および既知の閾値Ｖｔｈｒｅｓｈに対してそれを比較する工程によ
って、電極の各々について検出される。この情報から、刺激電極（またはデバイス４６－
５０）から神経への方向が、本明細書中に記載されるアルゴリズムおよび技術に従って、
ならびに図８～図１０、図１３、図１４Ａ～図１４Ｂおよび図１５Ａ～図１５Ｃを参照し
て、決定され得る。図８および図１３において、４つの電極８００Ａ～８００Ｄは、起点
から半径Ｒで、２次元座標系のｘ軸およびｙ軸に配置される。ベクトルは、起点から、各
電極に対応する軸に沿って描かれる。各ベクトルは、その電極についてのＩＴｈｒｅｓｈ

と等しい長さを有する。したがって、４つの電極８００Ａ～８００Ｄによって、４つのベ
クトルは、起点から４つの電極に対応する４つの軸に沿って描かれる。次いで、起点から
神経を指す方向へのベクトルが計算される。示される幾何を用いて、単一の点とされる神
経の（ｘ，ｙ）座標は、神経から４つの電極８００Ａ～８００Ｄの各々までの距離の関数
として決定され得る。これは、明確に、数学的に以下のようであり得る：
　図１３の「丸」が、起点またはカニューレの中心に対する電極の位置を示す場合、「６
角形」は、神経の位置を示し、そしてｄ１、ｄ２、ｄ３およびｄ４は、神経点と刺激電極
１～４（北、東、南および西）との間の距離をそれぞれ示す。これは、以下で示され得る
：
【００８０】
【数１５】

ここで、Ｒは、カニューレの半径であり、角度および絶対的でない値が測定されるので、
１に標準化される。
【００８１】
　デカルト座標（ｘ，ｙ）から極座標（ｒ，θ）への変換の後、θは、神経への角方向で
ある。次いで、この角方向は、例のみとして、図２１において神経の方向を指す矢印９０
として、ユーザーに対して表示され得る。この様式において、外科医は、能動的に神経を
避け得、これによって、外科手術の標的部位への接近の間、患者の安全性が増大する。外
科医は、方向付け機能を実行するのに利用可能な４つのチャンネルのいずれか一つを選択
し得るが、最も低い刺激電流閾値を有するチャンネル（この機器に最も接近する神経を示
す）が、おそらくは使用されるべきである。外科医は、この方向付け機能を使用する間、
好ましくは、機器を動かしたり回転させたりすべきではなく、むしろこの方向付け機能に
戻って機器を進め続けるべきである。
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【００８２】
　外科手術用接近用システム３４を介して外科手術の標的部位に対する手術用の通路を確
立した後、特定の型の外科手術および外科手術の必要性に依存して、多数の適切な機器お
よび／またはインプラントが、外科手術の標的部位に導入され得る。例のみとして、脊髄
での適用において、多数のインプラントおよび／または機器が、作業カニューレ５０を通
じて導入され得る。これらとしては、脊髄癒合構築物（例えば、同種移植片インプラント
、セラミックインプラント、ケージ、メッシュなど）、固定用デバイス（例えば、椎弓根
（ｐｅｄｉｃｌｅ）ねじおよび／もしくは小関節面（ｆａｃｅｔ）ねじ、ならびに関連す
る伸張バンド（ｔｅｎｓｉｏｎ　ｂａｎｄ）またはロッドシステム）、そして多数の動き
保存デバイス（全椎間円板置換システムが挙げられるが、これに限定されない）が挙げら
れるが、これらに限定されない。
【００８３】
　（幾何学的方向付けアルゴリズムモデルおよび電気的方向付けアルゴリズムモデルの分
離）
　上記の４つの電極の対称性から得られる他の関係が存在する：
【００８４】
【数１６】

ここで、ｄ０は、神経活性化部位と電極間の中点（すなわち、起点（０，０）または「仮
想的中心」）との間の距離である。これらの結果は、純粋に、幾何に基づき、そして電気
的モデルとは独立に適用する。
【００８５】
　「弧」法に基づいて記載されたように、この幾何学的モデルは、拡張されて、神経まで
の距離の不確実さに基づいた不確実な領域を規定し得る。
【００８６】
【数１７】

　図８および図１３において、この２次元ｘ－ｙモデルは、神経活性化部位が刺激電極と
同じ平面状に位置することを仮定し、またｚ軸空間全体は、そのｘ－ｙ平面に投射されて
いるとみなされ得る。ｚ次元が、「その平面において」方向に影響を与えないことが見出
された。神経活性化部位が刺激電極の平面の外にある場合、前節で提示された距離方程式
も、また適用される。
【００８７】
　（一般化１－Ｄモデル）
　図２２は、２つの電極２２００Ａ、２２００Ｂを図示する。任意の２つの電極２２００
Ａ、２２００Ｂが与えられた場合、一次元における神経活性化部位２２０２の絶対位置が
、これら２つの電極からの距離から計算され得る：
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【数１８】

１－Ｄモデルは、電極を追加することによって、２次元または３次元に拡張され得る。
【００８９】
　（３－Ｄ幾何学的モデル）
　４つの同一平面上の電極（図８および図１３）を用いる場合、ｚ軸に沿った神経への方
向を同定することは、特に容易ではない。これは、元のｘ－ｙ電極平面上にない一つ以上
の刺激電極２３００（図２３）を追加することによって、容易に是正され得る。例えば、
図２３は、ｘ＝ｙ＝０のｚ軸に沿って配置するＫ－ワイヤ電極２３００を示す。Ｄは、Ｋ
－ワイヤ電極２３００と他の４つの電極の平面２３０２との間の距離の半分である。
【００９０】
　神経に対する３－Ｄ方向付けは、Ｋ－ワイヤ電極２３００から神経活性化部位までの距
離を、他の電極のそれと比較することによって、可能である：
【００９１】

【数１９】

ここで、ｄ０は（先に注記したように）、神経活性化部位と電極間の中点（すなわち、起
点（０，０）または「仮想的中心」）との間の距離であり、そしてｄｋは、神経活性化部
位とＫ－ワイヤ電極２３００との間の距離である。３－Ｄ方向付けは、デカルト座標（ｘ
，ｙ，ｚ）から球座標（ρ，θ，φ）への変換によって、可能である。上記の弧法もまた
、３次元に拡張され得る。他の３－Ｄ幾何学的モデルが構築され得る。一つの可能性は、
図１４Ａに示されるように、平面上の４つの電極１４０２Ａ～１４０２Ｄをそのまま維持
し、そしてカニューレ１４００の側面に沿って第５の電極１４０４を追加することである
。　
【００９２】
　別の可能性は、平面上の４つの電極２５０２Ａ～２５０２Ｄを、図２５に示されるよう
な２つの対（例えば、四面体の頂点）で置き換えることである。図２５は、四面体構成の
４つの電極２５０２Ａ～２５０２Ｄを有するデバイス２５００を図示する。これは、シス
テム２０で使用され得る。４つの電極は、３－Ｄ空間に及ぶための最低限であり得、そし
て刺激電流閾値を検出するのに要求される刺激の数に関して最も有効であり得る。
【００９３】
　（電気的モデル）
　上記の方向アルゴリズムは、方程式（２）におけるように、距離と刺激電流閾値との間
の直接的な比例を仮定する：
（６）　　ｉｔｈ＝Ｋｄ
ここで、ｉｔｈは閾値電流であり、Ｋは電流と距離との間の関係を示す比例定数であり、
そしてｄは、電極と神経と間の距離である。
【００９４】
　代替的モデルは、距離の二乗に従って刺激電流閾値が増大することを予測する：
（７）　　ｉｔｈ＝ｉ０＋Ｋｄ２

距離二乗モデルを用いる場合、神経活性化部位についてのデカルト座標は、方程式（５）
、（７）および以下に由来し得る：
【００９５】
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ここで、ｉｘは、対応する刺激電極（西、東、南または北）の刺激電流閾値であり、ｉｋ

は、Ｋ－ワイヤ電極２６０２Ａ（図２６）の刺激電流閾値であり、そしてｉｃは、以下か
ら計算される：
【００９６】
【数２１】

図２６は、デバイス２６００（例えば、図１６のカニューレ４８Ａ）およびこのデバイス
２６００にスライド可能に受けられる、Ｋ－ワイヤ４６を図示する。Ｋ－ワイヤ４６およ
びデバイス２６００は両方とも、電極２６０２Ａ～２６０２Ｆを有する。
【００９７】
　方程式の他のセットは、代替的な電極幾何学について同様に導かれ得る。各々の場合に
おいて、ｉ０が計算から消えるということに注意すること。これは、刺激電極に対する神
経活性化部位の絶対位置が、Ｋのみが分かれば計算され得るということを示唆する。上記
のように、Ｋは、電流と距離との間の関係を示す比例定数である。
【００９８】
　神経組織の距離または位置は、刺激電流閾値が各電極について検出され得る限り、神経
の状態または病理（すなわち、ｉ０の上昇）と独立に決定され得る。
【００９９】
　（神経の病理の測定）
　神経までの距離が（おそらく上記の方法を通じて）既知である場合、ｉ０について方程
式（８）を解くことが可能である。これは、刺激閾値が上昇した神経の検出を可能し、こ
のことは、有用な臨床（神経病理）情報を提供し得る。
（１０）　ｉ０＝ｉｔｈ－Ｋｄ２

　（Ｋへの従属の除去）
　前出の記載は、Ｋについての値が既知であることを仮定する。２つの異なる電極セット
から同じ測定を行うことによって、Ｋを知ることなく、神経活性化部位までの距離を測定
することが、また可能である。図２４は、２つの電極対２４００Ａ、２４００Ｂ、２４０
２Ａ、２４０２Ｂおよび神経活性化部位２４０４を図示する。上端の２つの電極２４００
Ａ、２４００Ｂが一つの対を形成し、そして底部の２つの電極２４０２Ａ、２４０２Ｂが
第二の対を形成する。電極２４００Ａ、２４００Ｂ、２４０２Ａ、２４０２Ｂおよび図２
４で定義される距離を用いて、方程式（４）からの幾何学的モデルは、以下となる：
【０１００】
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【数２２】

方程式（７）からの電気的モデルを加えることによって、Ｋへの従属は除去される。ｄｂ

についての方程式（１１）を解き、一つに次元における距離を得る：
【０１０１】

【数２３】

最後に、Ｋそのものの値について解くことが可能である：
【０１０２】

【数２４】

図１４の構成は４つの電極を示すが、この技術は、３つの同一直線上の電極を用いても実
行し得る。
【０１０３】
　（電極冗長性）
　いずれの電気的モデルが使用される場合も、方程式（１）で表される関係は、４つの方
位点における任意の電極での電流が、他の３つの電極の電流値から「予測」され得ること
を意味する。方程式（７）の電気的モデルを用いることで、以下が得られる：
【０１０４】
【数２５】

方程式（６）の電気的モデルを用いることで、以下が得られる：
　　　　　ｉｗ＋ｉｅ＝ｉｓ＋ｉｎ

これは、いずれかの電気的モデルを確証するための簡便な手段を提供する。
【０１０５】
　幾何学的モデルおよび電気的モデルの手段を提供することは、より有効、より正確な神
経位置の測定を行うことに役立ち得る。
【０１０６】
　特定の実施形態が記載されたが、これらの教示に照らして、本出願の精神または範囲か
ら逸脱することなく変更が達成され得ることが、当業者に理解される。例えば、システム
２２は、コンピュータープログラミングソフトウェア、ファームウェアまたはハードウェ
アの任意の組合せを用いて実施され得る。システム２０を作動させるためまたは本出願に
従う装置を構築するための、予備的な行動として、本出願に従うコンピュータープログラ
ミングコードは（ソフトウェアであってもファームウェアであっても）、代表的に、一以
上の機械読み取り可能記憶媒体（例えば、固定（ハード）ドライブ、ディスケット、光デ
ィスク、磁気テープ、ＲＯＭのような半導体メモリ、ＰＲＯＭなど）に記憶され、それに
よって、本出願に従う製品を作製する。このコンピュータープログラミングコードを含む
製品は、このコードを記憶デバイスから直接的に実行することによってか、このコードを
記憶デバイスから別の記憶デバイス（例えば、ハードディスク、ＲＡＭなど）へとコピー
することによってか、またはこのコードを遠隔的実行のためにネットワーク上で伝達する
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ことによってかのいずれかにより、使用され得る。当業者によって企図され得るように、
多くの異なる上記の組合せが、使用され得、従って、本出願は、添付の特許請求の範囲に
よって限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】図１は、本出願の一実施形態に従う、神経生理学ベースの外科手術システムの基
本的機能を図示するフローチャートである。
【図２】図２は、図１の機能を実施し得、そして外科手術の標的部位への接近に利用され
る外科手術用機器に対する神経の方向を決定し得る、例示的な外科手術システムの透視図
である。
【図３】図３は、図２に示される外科手術システムのブロック図である。
【図４】図４は、図５に示される型の神経筋応答（ＥＭＧ）を生成し得る刺激電流パルス
のプロットを示すグラフである。
【図５】図５は、所定の神経筋単位に結合する神経束に適用された刺激電流パルス（例え
ば、図４に示すようなパルス）に基づいた経時的な、所定の神経筋単位の神経筋応答（Ｅ
ＭＧ）のプロットを示すグラフである。
【図６】図６は、図２のシステムのための、刺激電流パルスを形成する各所定の刺激電流
レベル（Ｉｓｔｉｍ）についてのＥＭＧ応答の最高最低電圧（Ｖｐｐ）のプロット（他に
「漸加曲線」として知られる）を示すグラフである。
【図７－１】図７Ａ、図７Ｂ、および図７Ｃは、図２のシステムにより使用され得る電流
閾値探索アルゴリズムを示すグラフである。
【図７－２】図７Ａ、図７Ｄ、および図７Ｅは、図２のシステムにより使用され得る電流
閾値探索アルゴリズムを示すグラフである。
【図８】図８は、図２のシステムについての、外科手術用機器（例えば、カニューレ）の
遠位端近くの４つの直交する電極を図示する。電極は、二次元Ｘ－Ｙ平面に北点、南点、
東点および西点としてモデル化される。
【図９】図９は、最大および最小のｘ値およびｙ値によって結ばれた神経点（ｘ，ｙ）を
図示する。これらは、長方形を形成する。
【図１０】図１０は、起点（電極を有する機器の中心軸）から神経点（ｘ，ｙ）へのベク
トル、および図２のシステムによって検出されたそのベクトルを含む弧を図示する。
【図１１】図１１は、図２のシステムについての刺激部位および複数のＥＭＧ応答感知部
位を図示する。
【図１２】図１２は、刺激電流パルスに応じた経時的な神経筋応答（ＥＭＧ）のプロット
を図示するグラフであり、このプロットは、時間Ｔ１およびＴ２において電圧の極値を示
す。
【図１３】図１３は、図２のシステムのための、４つの直交して配置される刺激電極（「
丸」で表示される）を有する機器に対する神経の方向（「６角形」で表示される）を決定
する方法を図示するグラフである。
【図１４】図１４Ａは、４つの直交する電極と第５の電極とを有する外科手術用機器（例
えば、図２のカニューレ）の遠位端の側面図であり、図１４Ｂは、その正面図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、図２の外科手術用機器、および図１４Ａ～図１４Ｂにおける複
数の電極に関して、刺激閾値レベルがブラケット化され、二分され、そして検出される場
合、矢印になるまで漸次小さくなり得る神経の方向の弧の表示である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、図２の外科手術用機器、および図１４Ａ～図１４Ｂにおける複
数の電極に関して、刺激閾値レベルがブラケット化され、二分され、そして検出される場
合、矢印になるまで漸次小さくなり得る神経の方向の弧の表示である。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、図２の外科手術用機器、および図１４Ａ～図１４Ｂにおける複
数の電極に関して、刺激閾値レベルがブラケット化され、二分され、そして検出される場
合、矢印になるまで漸次小さくなり得る神経の方向の弧の表示である。
【図１６】図１６は、椎間円板への手術用の通路を作製するための使用における図２の連
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続拡張接近システムを図示する。
【図１７】図１７は、椎間円板への手術用の通路を作製するための使用における図２の連
続拡張接近システムを図示する。
【図１８】図１８は、椎間円板への手術用の通路を作製するための使用における図２の連
続拡張接近システムを図示する。
【図１９】図１９は、椎間円板への手術用の通路を作製するための使用における図２の連
続拡張接近システムを図示する。
【図２０】図２０は、図２の外科手術用接近用システムの神経方向付け特性の一実施形態
を説明する例示的なスクリーンディスプレイである。
【図２１】図２１は、図２の外科手術用接近用システムの神経方向付け特性の一実施形態
を説明する例示的なスクリーンディスプレイである。
【図２２】図２２は、一般化された、一次元２電極の方向検出モデルを図示する。
【図２３】図２３は、ｘ＝ｙ＝０のｚ軸に沿って配置された電極を図示する。この電極は
、複数の他の電極と異なるＸＹ平面にある。
【図２４】図２４は、一平面における電極の第一の対、別の平面における電極の第二の対
、および神経活性化部位を図示する
【図２５】図２５は、四面体構造にある４つの電極を有するデバイスを図示する。
【図２６】図２６は、デバイス、および電極を有するそのデバイス中にスライド可能に受
容されるＫ－ワイヤを図示する。

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７－１】
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【図７－２】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】
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【図１５Ａ】 【図１５Ｂ】

【図１５Ｃ】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】 【図２１】

【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】

【図２６】
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