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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電極を備える絶縁リード本体と、
　同絶縁リード本体の長さに沿って螺旋状に延在する複数の導体コイルと
を備え、各導体コイルは、
　　前記少なくとも１つの電極に電気的に結合された少なくとも１つの螺旋状に巻回され
た導体であって、前記リード本体の長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備える
、導体と、
　　前記少なくとも１つの電極から電気的に絶縁された少なくとも１つの螺旋状に巻回さ
れたスペーサ要素であって、前記長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備えてお
り、スペーサ要素の１つ又は複数の巻回部は、前記導体の少なくとも１つの隣接する巻回
部の間に入り込むように配設される、スペーサ要素と
を含み、
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回されたスペーサ要素は、前記少なくとも１つの螺旋
状に巻回された導体上に配設される非対称押出成形物を含み、
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体及び少なくとも１つの螺旋状に巻回され
たスペーサ要素は、前記リード本体の長さに沿って延在する密巻きコイルアセンブリを形
成する、医療用電気リード。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回されたスペーサ要素が、複数の螺旋状に巻回された
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スペーサ要素からなる、請求項１に記載の医療用電気リード。
【請求項３】
　前記複数の螺旋状に巻回されたスペーサ要素が、互いに隣接し、接触するように配設さ
れている２つ又はそれ以上のスペーサ要素を備える、請求項２に記載の医療用電気リード
。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回されたスペーサ要素が、前記少なくとも１つの螺旋
状に巻回された導体の隣接する巻回部の間に入り込むように配設されている複数のスペー
サ要素を備える、請求項１に記載の医療用電気リード。
【請求項５】
　前記スペーサ要素の１つ又は複数の巻回部が、前記導体の少なくとも１つの隣接する巻
回部に隣接し、接触するように入り込むよう配設されている、請求項１に記載の医療用電
気リード。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回されたスペーサ要素が、前記少なくとも１つの螺旋
状に巻回された導体と一体形成される、請求項１に記載の医療用電気リード。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体が絶縁ワイヤである、請求項１に記載の
医療用電気リード。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体が非絶縁ワイヤである、請求項１に記載
の医療用電気リード。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体が単一導体糸線を備える、請求項１に記
載の医療用電気リード。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体が複数の導体糸線を備える、請求項１に
記載の医療用電気リード。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体が複数の螺旋状に巻回された導体ワイヤ
からなり、各導体ワイヤが複数のワイヤ巻回部を備える、請求項１に記載の医療用電気リ
ード。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体が、前記少なくとも１つの電極から植え
込み型医療デバイスに結合されている基端側コネクタまで延在する、請求項１に記載の医
療用電気リード。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回されたスペーサ要素が円形の横断面形状を有する、
請求項１に記載の医療用電気リード。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回されたスペーサ要素が少なくとも１つのポリマー糸
線を備える、請求項１に記載の医療用電気リード。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの螺旋状に巻回されたスペーサ要素が少なくとも１つの絶縁金属糸
線を備える、請求項１に記載の医療用電気リード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体組織を刺激し、かつ／又は生理的属性を感知するための植え込み型医療デ
バイスに関する。より詳細には、本発明は、核磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）などの医学的処
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置を行っている最中に電磁エネルギーを消散させ、かつ／又は偏向させる医療用電気リー
ドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　核磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）は、核磁気共鳴技術を使用して患者体内を画像化する非侵
襲的撮像法である。典型的には、ＭＲＩシステムは、約０．２～３テスラの磁場強度を有
する磁気コイルを利用する。処置実施時に、体組織は、磁場に垂直な平面内において電磁
エネルギーＲＦパルスに短時間曝露される。その結果得られる、これらのパルスからの電
磁エネルギーを利用して、組織内の励起された原子核の緩和特性を測定することによって
体内組織を撮像することができる。
【０００３】
　撮像中、ＭＲＩシステムによって生成される電磁放射線は、ペースメーカー又は心臓除
細動器などの植え込み型医療デバイスにおいて使用される植え込み型デバイスリードによ
って受け取られ得る。このエネルギーは、リードを介して、組織と接触している電極に伝
達され、ひいてはその接触点において温度上昇を生じさせ得る。組織が加熱される程度は
、典型的には、リードの長さ、リードの導電度又はインピーダンス、及びリード電極の表
面積などの要因に関係する。また、磁場に暴露されると、リード内に望ましくない電圧が
誘起されることもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、スペーサ要素を有する医療用リードコイル導体を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、核磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）などの医学的処置を行っている最中に電磁エネ
ルギーを消散させ、かつ／又は偏向させるように構成された医療用電気リードに関する。
例示的な医療用電気リードは、リードを植え込み型医療デバイスに結合するように構成さ
れた基端側コネクタと、基端側コネクタに結合され、治療用刺激エネルギーを身体に送る
際に使用するための、かつ／又は身体内の電気的活動を感知するための少なくとも１つの
電極を備える絶縁されたリード本体とこの絶縁リード本体の長手方向部分に沿って螺旋状
に延びる複数の導体コイルとを備える。各導体コイルは、電極に電気的に結合された少な
くとも１つの螺旋状に巻回された導体ワイヤと、電極から電気的に絶縁された少なくとも
１つの非導電性スペーサ要素とを備える。少なくとも１つのスペーサ要素は、少なくとも
１つの螺旋状に巻回された導体ワイヤ上に配設される非対称押出成形物を含む。スペーサ
要素の巻回部は、導体コイルの巻回部間に入り込むように配設され、いくつかの実施形態
では、リードの長さに沿って電磁エネルギーを消散させるために使用され得る導電性内側
コアを備える。
【０００６】
　複数の実施形態が開示されているが、本発明のさらに他の実施形態は、本発明の例示的
な実施形態を図に示して説明する以下の詳細な説明から、当業者にとって明白なものとな
るであろう。したがって、図面及び詳細な説明は、性質上、限定的なものではなく、例示
的なものである。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】患者の心臓内に植え込まれたリードを含む植え込み型医療デバイスを示す概略図
。
【図２】例示的な一実施形態による医療用電気リードの斜視図。
【図３】図２の医療用電気リードとともに使用するための例示的な導体コイルアセンブリ
を示す部分断面図。
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【図４】図３の線４－４における導体コイルアセンブリの断面図。
【図５】医療用電気リードとともに使用するための別の例示的な導体コイルアセンブリを
示す部分断面図。
【図６】医療用電気リードとともに使用するための別の例示的な導体コイルアセンブリを
示す部分断面図。
【図７】医療用電気リードとともに使用するための別の例示的な導体コイルアセンブリを
示す部分断面図。
【図８】医療用電気リードとともに使用するための別の例示的な導体コイルアセンブリを
示す部分断面図。
【図９】医療用電気リードとともに使用するための別の例示的な導体コイルアセンブリを
示す部分断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、さまざまな改変形態及び代替形態をとることができるが、特定の実施形態が
、図面の実施例で示されており、以下で詳細に説明されている。しかし、本発明は、説明
されている特定の実施形態に限定されるものではない。反対に、本発明は、添付の特許請
求の範囲によって定められる本発明の範囲内にあるすべての改変形態、均等物、及び代替
形態を包含するものである。
【０００９】
　図１は、患者の体内に植え込まれたリードを含む植え込み型医療デバイス１２を示す概
略図である。示されている例示的な実施形態では、植え込み型医療デバイス１２は、患者
体内に植え込まれたパルス発生器１４と、患者の心臓１８内に、又は心臓１８の近くに留
置されたリード１６（例えば、単極又は双極リード）とを備える。心臓１８は、右心房２
０、右心室２２、左心房２４、及び左心室２６を備える。パルス発生器１４は、体内皮下
に、典型的には患者の胸部又は腹部などの場所に植え込むことができるが、他の植え込み
位置も可能である。
【００１０】
　リード１６の基端側部分２８は、パルス発生器１４に結合されるか、又はこれと一体形
成することができる。そして、リード１６の先端チップ部３０を、図示されているように
右心室２２などの心臓１８内又は心臓１８の近くの所望の場所に植え込むことができる。
例示されている実施形態では、患者の心臓１８内に挿入されている単一リード１６のみを
示しているが、別の実施形態では、心臓１８の他の領域を電気的に刺激するために複数の
リードを使用することもできる。いくつかの実施形態では、例えば、第２のリード（図示
せず）の先端部を右心房２０内に植え込むことができる。それに加えて、又はそれに代え
て、他のリードを心臓１８の左側に、又は左側の近くに（例えば、冠状静脈内に）植え込
んで、心臓１８の左側を刺激することができる。心外膜リードなどの他の種類のリードも
、図１に示されているリード１６に加えて、又はリード１６の代わりに使用することがで
きる。
【００１１】
　動作中に、リード１６は、パルス発生器１４から心臓１８に電気信号を伝えるように構
成することができる。例えば、パルス発生器１４がペースメーカーである実施形態では、
リード１６を使用して、心臓１８をペーシングするための治療用電気刺激を送ることがで
きる。パルス発生器１４が植え込み型心臓除細動器である実施形態では、リード１６は、
心臓発作又は心室性頻拍症などのイベントに応答して電気ショックを心臓１８に送るため
に使用することができる。いくつかの実施形態では、パルス発生器１４は、ペーシングと
除細動の両方の機能を備える。
【００１２】
　概して図１の矢印「Ｂ」で示されているように、パルス発生器１４が傾斜磁場に曝され
ると、磁気的誘導電圧がリード１６上に誘起され、通常はリード１６によって送られる治
療用電気信号に干渉するおそれがある。ＭＲＩ処置の実行時に、例えば、通電されたＭＲ
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Ｉコイルによって生成される急速に変化する磁場Ｂが、リード１６上に電圧を誘起し、こ
れがパルス発生器１４によって通常は生成される治療のための励起電圧と組み合わさる。
この電圧は、パルス発生器１４によって生成される所望の治療用刺激電流とともにリード
１６上で電流として伝達される。動作中、この電圧がリード１６に望ましくない電流を引
き起こし、次いで、それが周囲の心臓組織中に伝えられることがある。
【００１３】
　図２は、例示的な一実施形態による医療用電気リード３２の斜視図である。図２に示さ
れているように、リード３２は、基端側セクション３６及び先端側セクション３８を有す
る長尺状リード本体３４を備える。リード３２の基端側セクション３６は基端４０を有し
、これは、いくつかの実施形態において、リード３２をパルス発生器などの植え込み型医
療デバイスに接続する際に使用するハブコネクタ４２に結合される。リード３２の先端側
セクション３８は、先端側リードチップ４４にて終端し、これは、いくつかの実施形態に
おいて、治療用刺激を心臓に伝えるための、かつ／又は心臓内に発生する電気的活動を感
知するための先端側電極４６を備える。リード３２は、先端側電極４６に加えて、又は先
端側電極４６の代わりに、１つ又は複数の他の電極をさらに備えることができる。例えば
、双極リードでは、リード３２は、双極電気エネルギーを心臓に供給するための一対の先
端側電極４６を備えることができる。
【００１４】
　リード本体３４は、リード３２を患者体内に挿入し所望の植え込み部位に到達させやす
くするためにリード３２が屈曲又は撓むことを可能にする、可撓性の非導電性材料から製
作することができる。いくつかの実施形態では、リード３２は、リード３２を体内の隣接
する組織に取り付けるための手段を備える。例えば、いくつかの実施形態では、リード３
２は多数のバーブ又は尖叉４８を備え、リード３２の先端側セクション３８を心臓の内壁
、又は体内の他の何らかの所望の場所に取り付けやすくしている。
【００１５】
　いくつかの実施形態に関して本明細書でさらに説明されるように、リード３２は、リー
ド３２によって受け取られる電磁エネルギー又はＲＦエネルギーを消散させ、かつ／又は
偏向させるように構成することができ、これにより、電極４６及び周辺組織の界面におけ
る組織の加熱が引き起こされ得る。いくつかの実施形態では、例えば、リード３２は、核
磁気共鳴映像法実行時に通電されたＭＲＩコイルによって生成される傾斜磁場Ｂが引き起
す電磁エネルギーを消散させ、かつ／又は偏向させるように構成することができる。リー
ド３２は、患者体内の磁気干渉の他の発生源によって生成される電磁エネルギー又はＲＦ
エネルギーを消散させ、かつ／又は偏向させるようにさらに構成してもよい。
【００１６】
　図３は、図２の医療用電気リード３２とともに使用するための例示的な導体コイルアセ
ンブリ５０を示す部分断面図である。図３に示されているように、導体コイルアセンブリ
５０は、アセンブリ５０の長手方向軸Ｌの周りに螺旋状に配設された単線導体コイル５２
を備える。導体コイル５２は、パルス発生器１４上の電気フィードスルー又はコネクタの
基端側に結合され、リード本体３４の長さの全部又は一部に沿って延在し、１つ又は複数
の先端側電極において先端側が終端することができる。例えば、図２のリード３２に関し
て、導体コイル５２は、その基端（図示せず）において植え込み型医療デバイス（例えば
、パルス発生器１４）に電気的に接続され、リード本体３４の長さに沿って、リード３２
上の１つ又は複数の先端側電極４６まで延在することができる。
【００１７】
　使用時には、導体コイル５２は、リード本体３４を介して電気エネルギーを電極４６に
伝えるように構成することができ、いくつかの実施形態では、患者に対して刺激治療を行
うために、かつ／又は患者体内の電気インピーダンス又は他のパラメータを感知するため
に使用され得る。いくつかの実施形態では、例えば、導体コイル５２は、先端側リードチ
ップ４４に隣接する心臓組織又はリード３２の長さに沿った他の位置に電気エネルギーを
送る単極リードと併せて使用することができる。



(6) JP 5399475 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

【００１８】
　いくつかの実施形態では、導体コイル５２は、金又は白金などの導電性材料から形成さ
れた単線ワイヤコイルを含む。あるいは、また別の実施形態において、導体コイル５２は
、導電性材料から形成された多線ワイヤコイルを含む。示されている実施形態では、導体
コイル５２は、コイル５２の長さに垂直なほぼ円形の横断面形状を有し、これは、図３に
おいてクロスハッチングで示されているアセンブリ５０の切断部分に見ることができる。
別の実施形態では、導体コイル５２は、長円形、矩形、正方形、多角形、又は他の横断面
形状を有することができる。
【００１９】
　導体コイル５２の寸法は、典型的には、リード３２に意図される用途及び体内のリード
３２の植え込み場所に応じて異なる。リード３２が心臓内、又は心臓の近くに植え込まれ
る心臓での用途の場合、図４にさらに示されているように、導体コイル５２は、約０．２
～３．０ｍｍの範囲の外径Ｄ１を有することができるが、他の寸法も可能である。導体コ
イル５２の横断寸法Ｄ２は、コイル５２の長さに沿って一定であってもよいし、またコイ
ル５２の長さに沿って変化していてもよい。いくつかの実施形態では、例えば、導体コイ
ル５２は、約０．０５～１．０ｍｍの範囲の一定の横断寸法Ｄ２を有する。別の実施形態
では、横断寸法Ｄ２は、連続的に、又はリード３２の長さに沿った１つ又は複数の離れた
位置で変化し得る。一実施形態では、例えば、横断寸法Ｄ２は、リード３２の基端４０に
おける、又はその近くにおける比較的大きな寸法（例えば、１ｍｍ）からリード３２の先
端４４における、又はその近くにおける比較的小さな寸法（例えば、０．０５ｍｍ）まで
漸減していてもよい。
【００２０】
　導体コイル５２の寸法は、体内のリード３２に意図される用途及び／又は植え込み場所
に応じて異なり得る。例えば、神経への適用では、導体コイル５２は、約０．２～３．０
ｍｍの範囲の外径Ｄ１と、約０．０５～１．０ｍｍの範囲の横断寸法Ｄ２を有することが
できる。導体コイル５２の寸法は、典型的には、リード３２の植え込み場所における患者
の解剖学的構造及びリード３２の寸法に応じて異なる。リード３２の可撓性、疲労に関し
て考慮すべき点、製造のしやすさ、及びリード３２の長さに沿って電磁エネルギーを消散
させ、かつ／又は偏向させる能力といった他の設計要因も、導体コイル５２の寸法Ｄ１、
Ｄ２に影響を及ぼし得る。
【００２１】
　図３の実施形態では、コイルアセンブリ５０は、コイルアセンブリ５０の長手方向軸Ｌ
の周りに螺旋状に、かつ導電性コイル５２のそれぞれの隣接する巻回部の間に入り込むよ
うに配設された非導電性スペーサ糸線５４をさらに備える。導体コイル５２とは対照的に
、スペーサ糸線５４は、少なくとも一部が非導電性材料から形成され、導体コイル５２、
パルス発生器１４、及び１つ又は複数のリードチップ電極４６から電気的に絶縁されてい
る。非導電性材料の例としては、ポリウレタン、シリコン、及びポリテトラフルオロエチ
レン（ＰＴＦＥ）が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、スペーサ糸線５４は、導体コイル５２と同様の外径及び横断
寸法を有する。例えば、特定の実施形態では、スペーサ糸線５４は、約０．２～３．０ｍ
ｍの範囲の外径と、約０．０５～１．０ｍｍの範囲の横断寸法を有する。別の実施形態で
は、スペーサ糸線５４の外径及び／又は横断寸法が、導体コイル５２と異なっていてもよ
い。スペーサ糸線５４の横断面形状は、導体コイル５２の横断面形状と類似していてもよ
いし、あるいは導体コイル５２とは異なる横断面形状を有していてもよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、スペーサ糸線５４は、導体コイル５２のそれぞれの隣接する
ワイヤ巻回部に接触し、リード本体３４の長さの全部又は一部に沿って密巻きしたコイル
アセンブリ５０を形成するように構成される。本明細書で使用される場合、「密巻き」と
いう用語は、導体コイル５２又はスペーサ糸線５４のいずれの巻回部間にも著しい間隙又
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は空間がないことを示す。別の実施形態では、スペーサ糸線５４の巻回部及び隣接する導
体コイル５２の巻回部の１つ又は複数の間に小さな間隙又は間隔が存在していてもよく、
これは、リード本体３４の全部又は一部に沿って粗巻きコイルアセンブリ５０を形成する
。例えば、一実施形態では、コイルアセンブリ５０の第１の部分（例えば、基端側部分）
を、それぞれのスペーサ糸線５４の巻回部が隣接する導体コイル５２の巻回部と接触して
いる密巻きとすることができ、コイルアセンブリ５０の第２の部分（例えば、先端側部分
）を、それぞれのスペーサ糸線５４の巻回部が隣接する導体コイル５２から一定距離だけ
離間されて、間に小さな間隙又は空間を形成する粗巻きとすることができる。
【００２４】
　コイルアセンブリ５０は、当技術分野で知られている医療用電気リード製造技術を使用
して製造することができる。例えば、いくつかの実施形態では、コイルアセンブリ５０は
、導電性ワイヤと非導電性ワイヤを、一連のダイを通して引っ張り、所望の横断面形状を
それぞれのワイヤに付与し、次いで、マンドレルの周りに両方のワイヤを一緒に巻回して
所望の螺旋形状をアセンブリ５０に付与することによって製造することができる。他のリ
ード製造技術を使用することも企図される。
【００２５】
　使用時に、導体コイル５２のそれぞれの巻回部間にスペーサ糸線５４が存在することに
より、コイルアセンブリ５０の所望の可撓性及び疲労特性も維持しつつ、導体コイルの各
巻回部５２の間の横方向距離Ｄ３が増大する。その結果、スペーサ糸線５４によって与え
られる間隔は、間にスペーサ糸線が入らない単線導体コイル設計に比較して、導体コイル
５２のピッチを増大させる働きをするため、リード３２内の導体コイル５２の全長を短縮
する。例えば、導体コイル５２の寸法と同様の横断寸法Ｄ２を有するスペーサ糸線５４を
使用する密巻きコイルアセンブリでは、導体コイル５２の有効ピッチは、スペーサ糸線の
ない密巻き導体コイルの有効ピッチの約２倍である。ＭＲＩ又は他のそのような医学的処
置の実行時に電磁エネルギー又はＲＦエネルギーに曝された場合、導体コイル５２の長さ
がこうして短縮されることで、リード３２から離れる方向により多くの量の電磁エネルギ
ーが偏向される助けとなり得るため、体内の組織を加熱する効果が減じられる。
【００２６】
　図５は、医療用電気リードとともに使用するための別の例示的なコイルアセンブリ５６
を示す部分断面図である。図５に示されているように、コイルアセンブリ５６は、アセン
ブリ５６の長手方向軸Ｌの周りに螺旋状にそれぞれ配設された一対の導体コイル５８、６
０を備える。コイルアセンブリ５６の第１の導体５８は、パルス発生器１４上の第１の電
気フィードスルー又はコネクタの基端側に結合され、リード本体３４の長さの全部又は一
部に沿って延在し、リード３２上の第１の電極において先端側が終端することができる。
そして、コイルアセンブリ５６の第２の導体６０は、パルス発生器１４上の第２の電気フ
ィードスルー又はコネクタの基端側に結合され、リード本体３４の長さの全部又は一部に
沿って延在し、リード３２上の第２の電極において先端側が終端することができる。使用
時に、いくつかの実施形態において、導体コイル５８、６０は、患者を治療するために、
かつ／又は患者体内の電気インピーダンスなどのパラメータを感知するために、リード本
体３４を介して双極電気エネルギーを送るために双極リードと一緒に使用することができ
る。例えば、いくつかの実施形態では、導体コイル５８、６０は、それぞれ、先端側リー
ドチップ４４に隣接する体組織又はリード３２の長さに沿った他の場所に双極電気エネル
ギーを送るための陽極及び陰極として機能することができる。
【００２７】
　導体５８、６０の形状及び／又は寸法を含む導体コイル５８、６０の構成は、図３の導
体コイル５２の構成と同様であってもよい。あるいは、また別の実施形態において、導体
コイル５８、６０の形状及び／又は寸法は、導体コイル５２と異なっていてもよい。図５
の実施形態では、導体コイル５８、６０のそれぞれは、金又は白金などの導電性材料の内
側コア６２、６４を有する絶縁ワイヤを含む。いくつかの実施形態では、導体コイル５８
、６０のそれぞれは、内側コア６２、６４の周りに配設された非導電性材料の層又はコー
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ティング６６、６８を含む。例えば、導体コイル５８、６０は、金又は白金の内側コア６
２、６４の周りに配設されたポリウレタン、シリコン、又はポリテトラフルオロエチレン
（ＰＴＦＥ）の層もしくはコーティング６６、６８を含むことができる。しかし、他の構
成も可能である。
【００２８】
　コイルアセンブリ５６は、導体コイル５８、６０の横方向に隣接する巻回部の間に入り
込むように配設されている複数の非導電性スペーサ糸線７０、７２をさらに備える。スペ
ーサ糸線７０、７２はそれぞれ、少なくとも一部が非導電性材料から形成され、導体コイ
ル５８、６０、パルス発生器１４、及び１つ又は複数のリードチップ電極４６から電気的
に絶縁されている。スペーサ糸線７０、７２の形状及び／又は寸法を含むスペーサ糸線７
０、７２の構成は、図３のスペーサ糸線５４の構成と同様であってもよい。あるいは、別
の実施形態では、スペーサ糸線７０、７２の形状及び／又は寸法は、図３のスペーサ糸線
５４と異なっていてもよい。
【００２９】
　図５の実施形態では、スペーサ糸線７０、７２のそれぞれは、導電性材料から作られた
各内側コア７４、７６、及び非導電性材料から作られた外層又はコーティング７８、８０
を備える。例えば、いくつかの実施形態では、スペーサ糸線７０、７２のそれぞれは、金
又は白金ワイヤをポリウレタン、シリコン、又はポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）の遮蔽材で被覆するか、又はコーティングして製造され得る。
【００３０】
　図３の実施形態の場合と同様に、導体コイル５８、６０の巻回部の間にスペーサ糸線７
０、７２が存在することにより、コイル５８、６０のピッチが増大し、これにより、導体
コイル５８、６０の長さが短縮する。導体コイル５８、６０の長さがこうして短縮される
ことが、リード３２から離れる方向により多くの量の電磁エネルギーを偏向させることに
寄与し得るため、体内の組織を加熱する効果が減じられる。スペーサ糸線７０、７２内に
導電性材料の内側コア７４、７６が存在することで、リード３２が受ける電磁エネルギー
がさらに集められ、消散させられやすくなり、その結果、体内の組織を加熱する効果がさ
らに減じられ得る。
【００３１】
　図６は、医療用電気リードとともに使用するための別の例示的なコイルアセンブリ８２
を示す部分断面図である。図６に示されているように、コイルアセンブリ８２は、アセン
ブリ８２の長手方向軸Ｌの周りに螺旋状にそれぞれ配設された一対の導体コイル８４、８
６を備える。アセンブリ８２の第１の導体８４は、パルス発生器１４上の第１の電気フィ
ードスルー又はコネクタの基端側に結合され、リード本体３４の長さの全部又は一部に沿
って延在し、リード３２上の第１の電極において先端側が終端することができる。そして
、アセンブリの第２の導体８６は、パルス発生器１４上の第２の電気フィードスルー又は
コネクタの基端側に結合され、リード本体３４の長さの全部又は一部に沿って延在し、リ
ード３２上の第２の電極において先端側が終端することができる。いくつかの実施形態に
おいて、導体コイル８４、８６は、患者を治療するために、かつ／又は患者体内の電気イ
ンピーダンスなどのパラメータを感知するために使用することができるリード本体３４を
介して双極電気エネルギーを送るために、双極リードにおいて使用するように構成するこ
とができる。
【００３２】
　図６の実施形態では、導体コイル８４、８６のそれぞれは、導体コイル８４、８６に結
合されるか又はこれと一体形成されている、関連するスペーサ糸線８８、９０を含む。い
くつかの実施形態では、例えば、導体コイル８４、８６のそれぞれは、導電性材料（例え
ば、金又は白金）から作られた内側コア９２、９４、及び非導電性材料から作られた外層
又はコーティング９６、９８から形成される。一実施形態では、導体コイル８４、８６の
それぞれの製造は、外側の非導電性層又はコーディング９６、９８（スペーサ糸線８８、
９０を形成する材料を含む）が内側コア９２、９４材料とともに共押出成形されて、非対
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称押出成形物（例えば、ダンベル形状）を導体コイル８４、８６上に形成する共押出プロ
セスを用いて行われる。外層又はコーティング９６、９８を内側ワイヤコア９２、９４材
料の上にオーバーモールドするなどの他の技術も、導体コイル８４、８６のそれぞれを製
造するために使用することができる。
【００３３】
　図７は、医療用電気リードとともに使用するための別の例示的なコイルアセンブリ１０
０を示す部分断面図である。コイルアセンブリ１００は、アセンブリ１００の長手方向軸
Ｌの周りに螺旋状に配設された単線導体コイル１０２を含む図３のコイルアセンブリ５０
に類似する。しかしながら、図７の実施形態では、コイルアセンブリ１００は、導体コイ
ル１０２のそれぞれの横方向に隣接する巻回部の間に入り込むように配設されている一対
の非導電性スペーサ糸線１０４、１０６を備える。スペーサ糸線１０４、１０６は、中実
ワイヤコイルから形成されてもよいし、あるいは、導電性材料の内側コアと非導電性材料
の１つ又は複数の外層もしくはコーティングとから形成されてもよい。
【００３４】
　使用時に、本明細書の他の実施形態の場合と同様に、導体コイル１０２のそれぞれのコ
イル巻回部の間にスペーサ糸線１０４、１０６が存在することにより、コイルアセンブリ
１００の可撓性及び疲労特性も維持しつつ、導体コイル１０２のピッチが増大する。この
ようにピッチが増大すると、リード３２の長さに沿った導体コイル１０２の全長が短縮し
、より多くの量の電磁エネルギーをリード３２から遠ざかるように偏向させやすくするこ
とができる。
【００３５】
　導体コイル及び／又はスペーサ糸線の数を変更することにより、別のコイルアセンブリ
を形成することができる。例えば、図８に示されている一実施形態では、コイルアセンブ
リ１０８は、２つの導体コイル１１０、１１２及び３つのスペーサ糸線１１４、１１６、
１１８を備える。コイルアセンブリ１０８は、備えるスペーサ糸線及び／又は導体コイル
の数を増減することができる。例えば、いくつかの実施形態では、コイルアセンブリは、
２つ又はそれ以上の非導電性スペーサ糸線が各導体コイル巻回部間に入り込むように配設
された単線導体コイルを備える。あるいは、別の実施形態では、コイルアセンブリは、１
つ又は複数のスペーサ糸線が各導体コイル巻回部間に入り込むように配設された複数の（
例えば、２つ、３つ、４つなど）導体コイルを備える。
【００３６】
　図９は、医療用電気リードとともに使用するための別の例示的なコイルアセンブリ１２
０を示す部分断面図である。図９に示されているように、コイルアセンブリ１２０は、一
対の導体コイル１２２、１２４及び一対のスペーサ糸線１２６、１２８を備える。導体コ
イル１２２、１２４はそれぞれ、パルス発生器１４上の電気フィードスルー又はコネクタ
の基端側に結合されることができ、リード本体３４の長さの全部又は一部に沿って延在し
、リード３２上の各一組の電極において先端側が終端することができる。例えば、いくつ
かの実施形態において、導体コイル１２２、１２４は、患者を治療するために、かつ／又
は患者体内の電気インピーダンスなどのパラメータを感知するために、リード本体３４を
介して双極電気エネルギーを送るべく、双極リードで使用するように構成することができ
る。
【００３７】
　コイル１２２、１２４の形状及び／又は寸法を含む導体コイル１２２、１２４の構成は
、図３の導体コイル５２の構成と類似していてもよい。あるいは、また別の実施形態にお
いて、導体コイル１２２、１２４の形状及び／又は寸法は、導体コイル５２と異なってい
てもよい。図９の実施形態では、導体コイル１２２、１２４のそれぞれは、導電性材料の
内側コア１３０、１３２、及び非導電性材料の外層又はコーティング１３４、１３６を有
する絶縁ワイヤを備える。別の実施形態では、導体コイル１２２、１２４はそれぞれ、絶
縁のない中実導電性材料を備えることができる。
【００３８】
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　図９の実施形態では、スペーサ糸線１２６、１２８は、それぞれ、導体コイル１２２、
１２４の横方向に隣接する巻回部の間に入り込むように配設される。スペーサ糸線１２６
、１２８は、図示されているように、導体コイル１２２、１２４の隣接する各巻回部と接
触するように構成されてもよいし、又は小さな間隙もしくは間隔を介して導体コイル１２
２、１２４の隣接する各巻回部から離間されていてもよい。いくつかの実施形態では、ス
ペーサ糸線１２６、１２８は、非導電性材料の中実コイルから形成することができる。別
の実施形態では、スペーサ糸線１２６、１２８は、導電性材料からなる内側コアと非導電
性材料からなる１つ又は複数の外層もしくはコーティングとから形成することができる。
【００３９】
（付記）
　次に、上記実施形態及びその変形例から把握できる技術的思想について追記する。
（付記１）
　少なくとも１つの電極を備える絶縁リード本体と、
　前記少なくとも１つの電極に電気的に結合された少なくとも１つの螺旋状に巻回された
導体であって、前記リード本体の長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備える、
導体と、
　前記少なくとも１つの電極から電気的に絶縁された少なくとも１つの螺旋状に巻回され
たスペーサ要素であって、前記長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備えており
、スペーサ要素の１つ又は複数の巻回部は、前記導体の少なくとも１つの隣接する巻回部
の間に入り込むように配設される、スペーサ要素と
を備え、前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体及び少なくとも１つの螺旋状に巻
回されたスペーサ要素が、前記リード本体の長さに沿って延在する密巻きコイルアセンブ
リを形成する、単極リードである医療用電気リード。
（付記２）
　少なくとも１つの電極を備える絶縁リード本体と、
　前記少なくとも１つの電極に電気的に結合された少なくとも１つの螺旋状に巻回された
導体であって、前記リード本体の長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備える、
導体と、
　前記少なくとも１つの電極から電気的に絶縁された少なくとも１つの螺旋状に巻回され
たスペーサ要素であって、前記長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備えており
、スペーサ要素の１つ又は複数の巻回部は、前記導体の少なくとも１つの隣接する巻回部
の間に入り込むように配設される、スペーサ要素と
を備え、前記少なくとも１つの螺旋状に巻回された導体及び少なくとも１つの螺旋状に巻
回されたスペーサ要素が、前記リード本体の長さに沿って延在する密巻きコイルアセンブ
リを形成する、双極リードである医療用電気リード。
（付記３）
　医療用電気リードであって、
　前記リードを植え込み型医療デバイスに結合するように構成されている基端側コネクタ
と、
　前記基端側コネクタから先端側に延在し、少なくとも１つの電極を備える絶縁リード本
体と、
　前記少なくとも１つの電極に電気的に結合された単一の螺旋状に巻回された導体ワイヤ
であって、前記リード本体の長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備える、導体
ワイヤと、
　前記少なくとも１つの電極から電気的に絶縁された少なくとも１つの螺旋状に巻回され
た非導電性スペーサ要素であって、前記長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備
えており、スペーサ要素の１つ又は複数のワイヤ巻回部は、前記導体ワイヤの隣接する巻
回部の間に入り込むように配設されている、非導電性スペーサ要素と
を備え、前記螺旋状に巻回された導体ワイヤ及び少なくとも１つの螺旋状に巻回された非
導電性スペーサ要素が、前記リード本体の長さに沿って延在する密巻きコイルアセンブリ
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（付記４）
　医療用電気リードであって、
　前記リードを植え込み型医療デバイスに結合するように構成されている基端側コネクタ
と、
　前記基端側コネクタから先端側に延在し、複数の電極を備える絶縁リード本体と、
　前記電極に電気的に結合された一対の螺旋状に巻回された導体ワイヤであって、各導体
ワイヤが、前記リード本体の長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備える、導体
ワイヤと、
　前記電極から電気的に絶縁された少なくとも１つの螺旋状に巻回された非導電性スペー
サ要素であって、前記長手方向軸の周りに配設された複数の巻回部を備えており、スペー
サ要素の１つ又は複数の巻回部が、前記導体ワイヤの隣接する巻回部の間に入り込むよう
に配設されている、非導電性スペーサ要素と
を備え、前記螺旋状に巻回された導体ワイヤ及び少なくとも１つの螺旋状に巻回された非
導電性スペーサ要素の組み合わせが、前記リード本体の長さに沿って延在する密巻きコイ
ルアセンブリを形成する、医療用電気リード。
　本発明の範囲から逸脱することなく、説明されている例示的な実施形態にさまざまな改
変及び付加をなすことができる。例えば、上述の実施形態は、特定の特徴を参照している
が、本発明の範囲は、特徴の異なる組み合わせを有する実施形態や説明されている特徴の
すべてを含むわけではない実施形態も含む。したがって、本発明の範囲は、特許請求の範
囲内に含まれるすべてのそのような代替形態、改変形態、及び変更形態を、そのすべての
均等物とともに包含することが意図されている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】
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