
JP 2013-527784 A 2013.7.4

10

(57)【要約】
１つまたは複数の刺激電極を、少なくとも１つの電極を
含む検知電極の組合せを用いて患者の脳内で検知される
生体電気信号と、植え込まれた少なくとも１つの電極に
近接する患者の脳の１つまたは複数の解剖学的構造を示
す生理学的モデルとに基づいて選択することができる。
いくつかの例では、生体電気脳信号は、いずれの電極が
標的組織部位の最も近くに位置しているかを示す。生理
学的モデルを、患者内の植え込まれた少なくとも１つの
電極の位置と、たとえば、植え込まれた少なくとも１つ
の電極に近接する患者組織の１つまたは複数の特性を示
すことができる患者解剖学構造データとに基づいて生成
することができる。いくつかの例では、生理学的モデル
は、治療が選択された電極の組を介して送達される患者
の組織の領域を表す治療野モデルを含む。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者の脳内の生体電気信号を検
知する検知モジュールと、
　前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極に近接する組織の１つまたは複数の特
性を示す生理学的モデルにアクセスし、前記生体電気信号および前記生理学的モデルに基
づいて、前記患者の前記脳に電気刺激を送達する刺激電極の組合せを選択するプロセッサ
と
を具備するシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記生理学的モデルが、電気刺激が前記刺激電極の組合せから伝播する場所を示す電場
モデル、前記刺激電極の組合せによって送達される前記電気刺激によって活性化される前
記患者の前記脳のニューロンを示す活性場モデル、または前記刺激電極の組合せを介して
送達される前記電気刺激の分布を示す電圧勾配または電流密度モデルのうちの少なくとも
１つを含む、システム。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記生理学的モデルが、前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極に近接する前
記患者の前記脳の１つまたは複数の解剖学的構造を示す、システム。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、少なくとも、前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極を含
むリードの定位座標を確定し、前記定位座標に基づいて前記リードに近接する前記患者の
前記脳の１つまたは複数の解剖学的構造を確定することにより、前記生理学的モデルを生
成し、前記生理学的モデルが、前記少なくとも１つの電極に近接する前記患者の前記脳の
前記１つまたは複数の解剖学的構造を示す、システム。
【請求項５】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記検知モジュールが、それぞれの検知電極の組合せにより前記患者の前記脳内の複数
の生体電気信号を検知し、前記検知電極の組合せの各々が少なくとも１つの電極を含み、
前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて前記検知電極の組合せのうち
の１つを選択し、かつ少なくとも前記選択された検知生体電気信号と前記生理学的モデル
とに基づいて前記刺激電極の組合せを選択することにより、前記刺激電極の組合せを選択
する、システム。
【請求項６】
　請求項５記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて、少なくとも
　　前記複数の生体電気信号の各々に対して周波数領域特性を確定することと、
　　前記周波数領域特性の複数の相対値を確定し、前記複数の相対値の各々が前記周波数
領域特性のうちの少なくとも２つに基づく、確定することと、
　　前記複数の相対値に基づいて前記患者に刺激を送達する前記複数の電極のうちの少な
くとも１つを選択することと
によって、前記検知電極の組合せのうちの１つを選択する、システム。
【請求項７】
　請求項５記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて、少なくとも
　　前記検知された生体電気信号の各々のパターンをテンプレートと比較することと、
　　前記テンプレートに実質的に一致する検知された生体電気信号に対応する１つまたは
複数の検知電極の組合せを選択することと
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によって、前記検知電極の組合せのうちの１つを選択する、システム。
【請求項８】
　請求項５記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて、前記それぞれの検知され
た生体電気信号の変動に基づいて前記検知電極の組合せのうちの１つを選択する、システ
ム。
【請求項９】
　請求項５記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて、少なくとも
　　前記検知された生体電気信号の各々の平均、中央、ピークまたは最低の振幅のうちの
少なくとも１つを確定することと、
　　前記それぞれの検知された生体電気信号の前記平均、中央、ピークまたは最低の振幅
に基づいて、前記検知電極の組合せを選択することと
によって、前記検知電極の組合せのうちの１つを選択する、システム。
【請求項１０】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、少なくとも、前記検知電極の組合せに基づいて前記患者の前記脳に
電気刺激を送達する前記刺激電極の組合せを選択することと、前記生理学的モデルに基づ
いて前記刺激電極の組合せを確認することとにより、前記刺激電極の組合せを選択する、
システム。
【請求項１１】
　請求項１０記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記生理学的モデルに基づいて、少なくとも、前記刺激電極の組合
せを介して前記患者の前記脳に送達される前記電気刺激が、前記患者の前記脳の標的解剖
学的構造の組織を刺激するか、または刺激が誘発する副作用に関連する前記脳の１つまた
は複数の解剖学的構造を刺激する少なくとも一方であるか否かを判断することにより、前
記刺激電極の組合せを確認する、システム。
【請求項１２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記生理学的モデルが、刺激が前記刺激電極の組合せの電極から伝播する場所を示す治
療野モデルを含み、前記プロセッサが、少なくとも、前記治療野が前記患者の前記脳の標
的解剖学的構造または刺激が誘発する副作用に関連する前記脳の１つまたは複数の解剖学
的構造と少なくとも部分的にオーバラップするか否かを判断し、前記治療野が前記患者の
前記脳の標的解剖学的構造と少なくとも部分的にオーバラップするか、または刺激が誘発
する副作用に関連する前記脳の１つまたは複数の解剖学的構造とオーバラップしない少な
くとも一方の場合、前記検知電極の組合せを前記刺激電極の組合せとして選択することと
により、前記刺激電極の組合せを選択する、システム。
【請求項１３】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、少なくとも、前記生理学的モデルに基づいて前記患者の前記脳に対
し電気刺激を送達する前記刺激電極の組合せを選択することと、前記生体電気信号に基づ
いて前記選択された刺激電極の組合せを確認することとにより、前記刺激電極の組合せを
選択する、システム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記生体電気信号に基づいて、少なくとも、前記生理学的モデルに
基づいて選択された前記刺激電極の組合せを用いて、前記患者の前記脳内の前記生体電気
信号を検知するように、前記検知モジュールを制御することと、前記刺激電極の組合せを
介して検知される前記生体電気信号が、前記刺激電極の組合せが前記患者の前記脳内の標
的刺激部位に近接していることを示すか否かを判断することとにより、前記選択された刺
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激電極の組合せを確認する、システム。
【請求項１５】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　ディスプレイを含むユーザインタフェースをさらに具備し、前記プロセッサが、前記生
理学的モデルを、前記ディスプレイを介して表示し、前記生理学的モデルを表示した後に
前記ユーザインタフェースを介して受け取られるユーザ入力に基づいて、前記刺激電極の
組合せを選択する、システム。
【請求項１６】
　少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者の脳内の生体電気信号を検
知する手段と、
　前記生体電気信号と、前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極に近接する組織
の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルとに基づいて、前記患者の前記脳に電気刺
激を送達する刺激電極の組合せを選択する手段と
を具備するシステム。
【請求項１７】
　請求項１６記載のシステムにおいて、
　前記生理学的モデルが、刺激が前記刺激電極の組合せの電極から伝播する場所を示す治
療野を含み、前記刺激電極の組合せを選択する前記手段が、前記検知電極の組合せに基づ
いて前記患者の前記脳に電気刺激を送達する前記刺激電極の組合せを選択し、かつ、前記
生理学的モデルに基づいて、少なくとも、前記治療野が前記患者の前記脳の標的解剖学的
構造または刺激が誘発する副作用に関連する前記脳の１つまたは複数の解剖学的構造と少
なくとも部分的にオーバラップするか否かを判断することにより、前記刺激電極の組合せ
の選択を確認する、システム。
【請求項１８】
　請求項１６記載のシステムにおいて、
　前記刺激電極の組合せを選択する前記手段が、前記生理学的モデルに基づいて前記患者
の前記脳に電気刺激を送達する前記刺激電極の組合せを選択し、前記生理学的信号に基づ
いて前記選択された刺激電極の組合せを確認する、システム。
【請求項１９】
　プログラマブルプロセッサに対し、
　検知モジュールから、少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者の脳
内で前記検知モジュールによって検知される生体電気信号を受け取らせ、
　前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極に近接する組織の１つまたは複数の特
性を示す生理学的モデルにアクセスさせ、
　前記生体電気信号および前記生理学的モデルに基づいて、前記患者の前記脳に電気刺激
を送達する刺激電極の組合せを選択させる
命令を含むコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、医療機器に関し、より詳細には、医療機器プログラミングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気刺激装置等の植込み型医療機器を、種々の治療用途で用いることができる。いくつ
かの治療システムでは、植込み型電気刺激装置は、電極を含む１つまたは複数の医療リー
ドを用いて患者内の標的組織部位に電気治療を送達する。医療機器の植込み中に行われる
可能性があるプログラミングセッション中、試験セッション中、または医療機器が患者に
植え込まれた後の追跡セッション中、臨床医は、患者に効果的な治療を提供する１つまた
は複数の治療プログラムを生成することができ、そこでは、各治療プログラムは、一組の
治療パラメータに対する値を定義することができる。医療機器は、１つまたは複数の格納
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された治療プログラムに従って患者に治療を送達することができる。電気刺激の場合、治
療パラメータは、電気刺激治療を送達するために用いられる電極の構成を含むことができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０２０３５４６号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０２０３５４１号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００９／０１９６４７１号
【特許文献４】米国特許第７，２３９，９２６号
【特許文献５】米国特許出願第１２／５６３，８４５号
【特許文献６】米国特許出願第１２／６３９，７１７号
【特許文献７】米国特許出願第１２／６３９，６７８号
【特許文献８】米国特許第７，３８５，４４３号
【特許文献９】米国仮特許出願第６０／９７５，３７２号
【特許文献１０】米国仮特許出願第６１／０２５，５０３号
【特許文献１１】米国仮特許出願第６１／０８３，３８１号
【特許文献１２】米国特許出願公開第２００９／００８２６９１号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　全体として、本開示は、患者の脳に電気刺激を送達する電極のアレイから１つまたは複
数の電極を選択することに関する。刺激を送達するために用いられる１つまたは複数の選
択された電極の群を、刺激電極の組合せと呼ぶことができる。本明細書に記載する例では
、刺激電極の組合せを、少なくとも１つの電極（たとえば、リードまたは医療機器ハウジ
ングの上にある）を含む検知電極の組合せにより患者の脳内で検知された生体電気信号と
、患者の脳内の電極に近接する組織の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルとに基
づいて選択することができる。たとえば、生理学的モデルは、植え込まれたリードに近接
する患者の脳の１つまたは複数の解剖学的構造を示すことができ、または、刺激電極の組
合せを介して送達される刺激からもたらされるかまたはもたらされると予測される治療野
を示す治療野モデルを含むことができる。
【０００５】
　一態様では、本開示は、少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者の
脳内の生体電気信号を検知することと、患者の脳内の少なくとも１つの電極に近接する組
織の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルにアクセスすることと、生体電気信号お
よび生理学的モデルに基づいて、患者の脳に電気刺激を送達する刺激電極の組合せを選択
することとを含む方法に関する。
【０００６】
　別の態様では、本開示は、少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者
の脳内の生体電気信号を検知する検知モジュールと、患者の脳内の少なくとも１つの電極
に近接する組織の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルにアクセスし、生体電気信
号および生理学的モデルに基づいて、患者の脳に電気刺激を送達する刺激電極の組合せを
選択するプロセッサとを備えるシステムに関する。
【０００７】
　別の態様では、本開示は、少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せによって患者
の脳内の生体電気信号を検知する手段と、生体電気信号と、患者の脳内の少なくとも１つ
の電極に近接する組織の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルとに基づき、患者の
脳に対し電気刺激を送達する刺激電極の組合せを選択する手段とを備えるシステムに関す
る。
【０００８】
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　別の態様では、本開示は、プログラマブルプロセッサに対し、検知モジュールから、少
なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者の脳内の検知モジュールによっ
て検知される生体電気信号を受け取らせ、患者の脳内の少なくとも１つの電極に近接する
組織の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルにアクセスさせ、生体電気信号および
生理学的モデルに基づいて患者の脳に電気刺激を送達する刺激電極の組合せを選択させる
命令を含むコンピュータ可読媒体に関する。
【０００９】
　別の態様では、本開示は、コンピュータ可読記憶媒体を含む製品に関する。コンピュー
タ可読記憶媒体は、プロセッサによって実行されるコンピュータ可読命令を含む。それら
命令により、プログラマブルプロセッサは、本明細書に記載する技法のあらゆる部分を実
行する。命令は、たとえば、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムを定義するため
に用いられるもの等のソフトウェア命令であり得る。コンピュータ可読媒体は、記憶デバ
イス（たとえばディスクドライブまたは光ドライブ）、メモリ（たとえばフラッシュメモ
リ、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）またはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））、または
プログラマブルプロセッサに対し本明細書に記載する技法を実行させる命令（たとえば、
コンピュータプログラムまたは他の実行ファイルの形態）を格納する他のあらゆるタイプ
の揮発性メモリもしくは不揮発性メモリ等のコンピュータ可読記憶媒体であり得る。
【００１０】
　本発明の１つまたは複数の例の詳細を、添付図面および以下の説明に示す。本発明の他
の特徴、目的および利点は、説明および図面から、かつ特許請求の範囲から明らかとなろ
う。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】脳深部刺激療法（ＤＢＳ）システム例を示す概念図である。
【図２】医療機器例のコンポーネントを示す機能ブロック図である。
【図３Ａ】医療リードの電極構成例を示す図である。
【図３Ｂ】医療リードの電極構成例を示す図である。
【図４】医療機器プログラマ例のコンポーネントを示す機能ブロック図である。
【図５】検知電極の組合せを介して検知される生体電気信号と、患者の脳内のリードの配
置に基づいて確定される生理学的モデルとに基づき刺激電極の組合せを選択する技法例を
示すフローチャートである。
【図６】生理学的モデルを生成する技法例を示すフローチャートである。
【図７】治療野モデルを含む生理学的モデルを生成する技法例を示すフローチャートであ
る。
【図８】生体電気脳信号および生理学的モデルに基づいて刺激電極の組合せを選択する技
法例を示すフローチャートである。
【図９】生体電気脳信号および生理学的モデルに基づいて刺激電極の組合せを選択する技
法例を示すフローチャートである。
【図１０】生体電気脳信号および生理学的モデルに基づいて刺激電極の組合せを選択する
技法例を示すフローチャートである。
【図１１】検知電極の組合せを評価する対象となる周波数帯域を確定する技法例を示すフ
ローチャートである。
【図１２】標的組織部位に最も近い検知電極の組合せを選択する技法例を示すフローチャ
ートである。
【図１３】標的組織部位に最も近い検知電極の組合せを選択する技法例を示すフローチャ
ートである。
【図１４】複数の電極を備えた医療リードを示す図である。
【図１５Ａ】標的組織部位に最も近い電極を選択するように実施することができる概略的
なアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図１５Ｂ】標的組織部位に最も近い電極を選択するように実施することができる概略的
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なアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図１５Ｃ】標的組織部位に最も近い電極を選択するように実施することができる概略的
なアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図１６】分割電極の１つまたは複数の群を備えたリードに対して、標的組織部位に最も
近い１つまたは複数の電極を確定する技法例を示すフローチャートである。
【図１７】各々が電極の群を備えた複数のリードを備えるＩＭＤ用の標的組織部位に最も
近い１つまたは複数の電極を確定する技法例を示すフローチャートである。
【図１８】グラフィカルユーザインタフェースが使用者に生理学的モデルを提示する、プ
ログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す画面図である。
【図１９Ａ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｂ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｃ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｄ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｅ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｆ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｇ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｈ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｉ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｊ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｋ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｌ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【図１９Ｍ】プログラマによって表示されるグラフィカルユーザインタフェース例を示す
画面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、患者１２の運動障害、神経変性障害、気分障害または発作性障害等の患者状態
を管理するために治療を送達する治療システム１０例を示す概念図である。患者１２は、
通常は人間の患者となる。しかしながら、場合によっては、治療システム１０を、他の哺
乳類または非哺乳類、非人間患者に適用することができる。本明細書では、主に運動障害
および神経変性障害について言及するが、他の例では、治療システム１０は、限定されな
いが発作性障害（たとえばてんかん）または気分（もしくは精神）障害（たとえば、大う
つ病性障害（ＭＤＤ）、双極性障害、不安障害、心的外傷後ストレス障害、気分変調性障
害または強迫性障害（ＯＣＤ））等、他の患者状態の症状を管理する治療を提供すること
ができる。
【００１３】
　治療システム１０は、医療機器プログラマ１４と、植込み型医療機器（ＩＭＤ）１６と
、リード延長部１８と、電極２４、２６のそれぞれのセットを備えたリード２０Ａおよび
２０Ｂとを含む。図１に示す例では、リード２０Ａ、２０Ｂ（まとめて「リード２０」と
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呼ぶ）の電極２４、２６は、それぞれ、患者１２の脳２８の硬膜の下の脳深部位等、脳２
８内の組織部位に電気刺激を送達するように位置決めされる。いくつかの例では、視床下
核（たとえば、背側視床下核）、淡蒼球、内包、視床または運動野等、脳２８の１つまた
は複数の領域への刺激の送達は、運動障害の１つまたは複数の症状を緩和するかまたはさ
らには除去するための効果的な治療であり得る。運動障害または他の神経変性障害は、た
とえば筋肉制御障害、運動機能障害、または固縮、寡動、律動性不随意運動、非律動性不
随意運動および無動等の他の運動器疾患等の症状を含む可能性がある。場合によっては、
運動障害は、パーキンソン病の症状であり得る。しかしながら、運動障害は、他の患者状
態に起因する場合もある。
【００１４】
　電極２４、２６を、患者１２の脳２８内の生体電気脳信号を検知するように配置するこ
とも可能である。いくつかの例では、電極２４、２６のうちのいくつかを、生体電気脳信
号を検知するようにのみ構成してもよく、他の電極２４、２６を、脳２８に電気刺激を送
達するようにのみ構成してもよい。他の例では、電極２４、２６のうちのいくつかまたは
すべては、生体電気脳信号を検知しかつ電気信号を脳２８に送達するように構成される。
【００１５】
　ＩＭＤ１６は、電気刺激治療を生成し、リード２０Ａおよび２０Ｂそれぞれの電極２４
、２６のサブセットを介して患者１２に電気刺激治療を送達する刺激発生器を含む、治療
モジュールを含む。電極２４、２６のサブセットは、少なくとも１つの電極を含み、複数
の電極を含むことができる。患者１２に電気刺激を送達するために用いられる電極２４、
２６のサブセットと、場合によっては電極２４、２６のサブセットの極性とを、刺激電極
の組合せまたは構成と呼ぶことができる。いくつかの例では、刺激電極の組合せは、リー
ド２０Ａまたは２０Ｂに配置された第１の電極と、第１の電極から比較的離れて配置され
た基準電極（たとえば単極刺激）かまたは１つまたは複数のリード２０Ａ、２０Ｂに配置
された２つ以上の電極（たとえば双極刺激）とを含む。
【００１６】
　後にさらに詳細に説明するように、刺激電極の組合せを、特定の患者１２および患者の
状態に対し、患者１２の脳２８内で検知される生体電気脳信号と、患者の脳内におけるリ
ード２０の電極の配置に基づく生理学的モデルとに基づいて、選択することができる。後
にさらに詳細に説明するように、患者の解剖学的データに対して脳２８内のリード２０の
位置を参照するアルゴリズムを定義する命令を実行するコンピューティングデバイス（た
とえば、汎用コンピュータに実装される医療データコンピューティングデバイス、医療機
器プログラマ、外部医療機器または植込み型医療機器）によって生成することができる。
リード２０の位置を、あらゆる適切な撮像モダリティ（たとえば、コンピュータ断層撮影
（ＣＴ）、磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）、Ｘ線またはＸ線透視法）を用いて生成された医用
画像に基づき、脳２８内にリード２０を植え込むために用いられる定位座標に基づき、Ｉ
ＭＤ１６によって検知される信号の、それら信号をもたらすと予測される解剖学的構造と
の相関、電極における刺激効果の、それらの効果をもたらすと予測される解剖学的構造と
の相関に基づき、または脳２８内のリード２０の臨床医が推定した位置に基づく等、あら
ゆる適切な技法を用いて確定することができる。
【００１７】
　他の例では、刺激電極の組合せを、特定の患者１２および患者状態に対し、患者１２の
脳２８内で検知された生体電気脳信号と、リードなし電気刺激装置等、別の医療部材の電
極の配置に基づく生理学的モデルとに基づき、選択することができる。このように、リー
ド２０の電極に関して説明したが、本明細書に記載した装置、システムおよび技法を用い
て、電極が結合される構成要素のタイプに関らず、患者１２の脳２８内の電極の配置に基
づいて、刺激電極の組合せを選択することも可能である。こうした例では、患者の解剖学
的データに対して脳２８内の電極（または電極を含む医療部材）の位置を参照するアルゴ
リズムを定義する命令を実行する（コンピューティングデバイスによって生成することが
できる。電極または医療コンポーネントの位置を、リード２０に関して説明した技法等、
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あらゆる適切な技法を用いて確定することができる。
【００１８】
　患者の解剖学的データは、植え込まれたリード２０に近接する１つまたは複数の解剖学
的構造等、植え込まれたリード２０に近接する患者の組織の１つまたは複数の特徴を示す
。患者の解剖学的データは、患者の解剖学的画像、基準解剖学的画像、解剖学図または組
織導電率データセットを含むことができる。患者の解剖学的データは、患者１２に特定で
あってもよく、または２人以上の患者に対するデータ、たとえば複数の患者の解剖学的構
造および組織導電率のモデルまたは平均データを表すことができる。たとえば、いくつか
の例では、患者解剖学データは、特定の治療用途（たとえば、図１の場合の深脳部刺激療
法）に対する特定のリード２０の位置に対して典型的な他の関連組織データを含むことが
でき、かつ患者１２に対して特定であってもよいが、必ずしもそうである必要はない。い
くつかの例では、コンピューティングデバイスは、限定されないがＣＴ、ＭＲＩ、Ｘ線、
Ｘ線透視法等の撮像モダリティから患者の解剖学データを生成する。
【００１９】
　いくつかの例では、脳２８内で検知される生体電気信号は、脳組織にわたる電位差の合
計によって生成される電流の変化を反映することができる。生体電気脳信号の例には、限
定されないが、脳波図（ＥＥＧ）信号または皮質電図（ＥＣｏＧ）信号等、脳２８の１つ
または複数の領域内で検知される局所電場電位（ＬＦＰ）から生成される電気信号が含ま
れる。しかしながら、局所電場電位は、患者１２の脳２８内のより広い種類の電気信号を
含むことができる。
【００２０】
　いくつかの例では、刺激電極の組合せを選択するために用いられる生体電気脳信号を、
電気刺激に対する標的組織部位と同じ脳２８の領域かまたは脳２８の異なる領域内で検知
することができる。先に示したように、これらの組織部位は、脳２８の視床、視床下核（
ＳＴＮ）または淡蒼球内の組織部位とともに、他の標的組織部位（たとえば他の基底核構
造）を含むことができる。脳２８内の特定の標的組織部位および／または領域を、患者状
態に基づいて選択することができる。したがって、いくつかの例では、刺激電極の組合せ
と検知電極の組合せとの両方を、電極２４、２６の同じ組から選択することができる。他
の例では、電気刺激を送達するために用いられる電極は、生体電気脳信号を検知するため
に用いられる電極と異なっていてもよい。
【００２１】
　治療システム１０のプロセッサは、たとえば、プログラマ１４のメモリ、ＩＭＤ１６ま
たは別のデバイスのメモリ（たとえば、１つまたは複数の生理学的モデルを格納する、プ
ログラマ１４またはＩＭＤ１６から遠隔に位置するデータベース）であり得る、治療シス
テム１０のメモリの、生理学的モデルにアクセスする。生理学的モデルを、プロセッサが
生成しメモリに格納するか、または異なるコンピューティングデバイスが生成してメモリ
に格納することができる。格納された生理学的モデルは、患者１２に特定であってもよく
、または２人以上の患者に対して汎用的であってもよい。たとえば、格納された生理学的
モデルを、患者１２の脳２８内のリード２０および電極２４、２６の配置に基づいて生成
してもよい。一方、いくつかの例では、格納された生理学的モデルは、患者１２に類似す
る患者状態であると診断された患者に対して提案されたリード位置を示すとともに、リー
ドが提案された位置に植え込まれた時にリードの電極に近接する組織の特徴を示すことが
できる。
【００２２】
　いくつかの例では、プロセッサは、脳２８内のリード２０および電極２４、２６の配置
に基づいて生理学的モデルを生成する。生理学的モデルを、プログラマ１４または別個の
専用もしくは多機能コンピューティングデバイス等、コンピューティングデバイスで実行
するモデリングソフトウェア、ハードウェアまたはファームウェアを用いて生成すること
ができる。いくつかの例では、プロセッサは、刺激電極を選択する際に臨床医を誘導する
情報を提供するために、ユーザインタフェースのディスプレイに生理学的モデルを表示す
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る。他の例では、コンピューティングデバイスは、リード２０の位置および患者の解剖学
的データに基づいて生成された生理学的モデルに基づいて、刺激電極の組合せの推奨を提
供する。
【００２３】
　いくつかの例では、生理学的モデルは、治療が送達される患者の組織の領域を表す治療
野のグラフィカル表現を含む。たとえば、治療野は、ＩＭＤ１６が電極２４、２６の選択
されたサブセットを介して患者１２の脳２８に電気刺激を送達する時に生成される電気刺
激場（電場とも呼ばれる）と、刺激パラメータを定義する治療プログラムとを含むことが
できる。電場は、治療中に電場（たとえば電場または電磁場）によって覆われることにな
る組織の領域を表す。他の例では、治療野を活性場とすることができ、それは、刺激治療
が及ぶ患者の解剖学的領域において電場によって活性化されるニューロンを示し、それに
より、電極２４、２６の選択されたサブセットと他の刺激パラメータ値（たとえば、電流
または電圧振幅値および／または周波数値）を含む特定の治療プログラムを介して送達さ
れる電気刺激によって活性化される組織部位を示す。別のタイプの治療野モデルは、ＩＭ
Ｄ１６が、電極２４、２６の選択されたサブセットおよび治療パラメータ値の特定のセッ
トを介して患者１２の脳２８に電気刺激を送達する時に生成される電場の電圧勾配または
電流密度を示す、電圧勾配または電流密度モデルである。
【００２４】
　他の例では、生理学的モデルは、植え込まれたリード２０に近接する脳２８の１つまた
は複数の解剖学的構造のグラフィカル表現を含み、いくつかの例では、リード２０のグラ
フィカル表現も含む。いくつかの例では、生理学的モデルは、脳２８内のリード２０の実
際の植込み部位に基づいて確定される。たとえば、コンピューティングデバイス（たとえ
ばプログラマ１４または別のコンピューティングデバイス）のプロセッサは、脳２８内の
電極２４、２６の３Ｄ座標（たとえば定位座標）を、脳２８の解剖学的画像、脳２８の基
準解剖学的画像または脳２８の解剖学図のうちの少なくとも１つにマッピングして、植え
込まれた電極２４、２６に近接する解剖学的構造を確定しかつ表示するアルゴリズムを実
装することができる。
【００２５】
　３Ｄ座標は、リード２０が脳２８内に植え込まれる際に用いられた座標か、または脳２
８内のリード２０の位置を推定する、臨床医によって提供された座標であり得る。脳２８
内の解剖学的構造の位置を、患者１２に特定であるかまたは２人以上の患者に汎用的な患
者の解剖学的データに基づいて確定することができる。たとえば、脳２８の解剖学的構造
のグラフィカル表現を含む生理学的モデルは、患者１２の脳２８の少なくとも一部の画像
、患者１２に特定でない脳の画像、または２人以上の患者に汎用的な人間の脳のグラフィ
カルな非画像ベースモデルを表示することができる。
【００２６】
　他の例では、生理学的モデルは、リード２０に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖
学的構造の表現を含むことができ、そこでは、解剖学的構造は、リード２０の推定された
植込み部位に基づいて選択される。たとえば、プログラマ１４または別のコンピューティ
ングデバイスは、リード２０に対して意図された植込み部位に基づいて解剖学図を生成し
かつ表示することができる。リード２０に対する意図された植込み部位を、たとえば、患
者状態を管理するために有用であると考えられる標的電気刺激部位に基づいて、臨床医の
入力に基づいて、または別の入力に基づいて確定することができる。さらに、脳２８の解
剖学図を、特定の患者１２の脳２８の医用撮像に基づいて生成することができ、または解
剖学図を、２人以上の患者に（たとえば１人または複数の他の患者の脳の撮像に基づいて
）汎用とすることができる。解剖学図は、リード２０が実際に植え込まれる脳２８内の位
置を示さない可能性があるが、脳２８内のいずれの標的構造が刺激に対して有用であるか
、または刺激を回避すべき（たとえば、１つまたは複数の刺激が誘発する副作用を最小限
にするかまたはさらには除去するために）標的構造を確定するために有用であり得る。
【００２７】
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　いくつかの例では、患者１２内のＩＭＤ１６およびリード２０の植込みに続くプログラ
ミングセッション中に、刺激電極の組合せを選択することができる。刺激電極の組合せを
、特定の患者１２および患者状態に対して、植え込まれたリード２０によって患者１２の
脳２８内で検知される生体電気脳信号と、植え込まれたリード２０に近接する脳２８の１
つまたは複数の解剖学的構造を示す生理学的モデルとに基づいて選択することができる。
いくつかの例では、刺激電極の組合せの電極を、検知された生体電気脳信号に基づいて選
択し、その後確認する（たとえば実証する）か、または、生理学的モデルに基づいて他の
方法で検証することができる。刺激電極の組合せの確認により、たとえば、脳２８内の１
つまたは複数の標的解剖学的構造に刺激を送達し、かつ／または１つもしくは複数の刺激
が誘発する副作用に関連する解剖学的構造への刺激の送達を低減するかもしくはさらには
除去するために、選択された刺激電極の組合せが有用であるか否かを示すことができる。
他の例では、外部機器が、たとえば患者１２の頭蓋骨３２の外面に配置された表面電極を
介して、１つまたは複数の正外電気脳信号を検知することができる。本明細書では、主に
、ＩＭＤ１６が脳２８内の生体電気信号を検知する例について言及する。しかしながら、
刺激電極の組合せを選択する技法を、外部電極および／または外部の非植込み型医療機器
を介して検知される生体電気脳信号を用いて適用することも可能である。
【００２８】
　いくつかの例では、プログラミングセッション中、生体電気脳信号を、複数の検知電極
の組合せを介して脳２８内で検知することができる。各検知電極の組合せは、１つまたは
複数の電極２４、２６の異なるサブセットを含むことができる。検知された生体電気脳信
号の各々の１つまたは複数の信号特性（たとえば、時間領域特性または周波数領域特性）
を互いに比較することができ、１つまたは複数の検知電極の組合せを、その比較に基づい
て選択することができる。時間領域特性の一例は、経時的な時間領域信号のパターン（た
とえば、経時的なニューロンスパイクのパターンまたは数）、経時的な時間領域信号の変
動、信号の平均、中央、標準またはピーク振幅等を含む。周波数領域特性の例としては、
特定の周波数帯域内の電力レベル（またはエネルギーレベル）が含まれ得る。電力レベル
を、たとえば生体電気脳信号のスペクトル分析に基づいて確定することができる。スペク
トル分析は、有限の組のデータに基づいて信号に含まれる電力の周波数にわたる分布を示
すことができる。
【００２９】
　いくつかの例では、刺激電極の組合せを、プログラマ１４によって格納されたテンプレ
ートに実質的に相関する時間領域パターンを含む生体電気脳信号が検知された１つまたは
複数の検知電極に基づいて選択することができる。他の例では、刺激電極の組合せを、特
定の時間枠内の閾値数のスパイクが観察された生体電気脳信号が検知された１つまたは複
数の検知電極に基づいて選択することができる。スパイクの閾値数は、脳２８の特定の領
域内の活動を示すことができ、したがって、閾値数のスパイクを含む生体電気信号を検知
することは、検知電極が脳２８の関連領域に近接して配置されていることを示すことがで
きる。
【００３０】
　他の例では、刺激電極の組合せを、検知された生体電気脳信号の変動に基づいて選択す
ることができる。たとえば、刺激電極の組合せを、変動が所定変動に一致するかまたは実
質的に一致する（たとえば、約１％から約２５％等、閾値パーセンテージ内にある）生体
電気脳信号が検知された１つまたは複数の検知電極に基づいて選択することができる。別
の例として、刺激電極の組合せを、変動が所定閾値変動未満である生体電気脳信号が検知
された１つまたは複数の検知電極に基づいて選択することができる。テンプレートおよび
閾値変動値は、脳２８の特定領域内の活動を示すことができ、したがって、変動が閾値変
動以下の生体電気信号を検知することは、検知電極が脳２８の関連領域に近接して配置さ
れていることを示すことができる。
【００３１】
　他の例では、刺激電極の組合せを、平均、中央、標準またはピーク振幅が所定閾値を超
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えるかまたはいくつかの例では所定閾値未満である生体電気脳信号が検知された１つまた
は複数の検知電極に基づいて選択することができる。閾値を、脳２８の特定領域内の活動
に関連付けることができ、したがって、振幅が閾値振幅値以下である生体電気信号を検知
することは、検知電極が脳２８の関連領域に近接して配置されていることを示すことがで
きる。
【００３２】
　他の例では、刺激電極の組合せを、選択された周波数帯域における相対的な帯域電力（
またはエネルギー）レベルが最も高い生体電気脳信号が検知された１つまたは複数の検知
電極に基づいて選択することができる。これは、たとえば、相対的な帯域電力レベルが最
も高い生体電気脳信号が検知された１つまたは複数の電極が、選択された周波数帯域内の
相対的な電力レベルが最も高い生体電気信号を生成する脳２８内の領域であり得る、標的
組織部位の最も近くに位置することを、示すことができる。相対的な電力レベルは、検知
された信号の選択された周波数帯域における電力の、検知された信号の総電力に対する比
であり得る。対象となる特定の周波数帯域を、患者状態に基づいて選択することができる
。たとえば、生体電気脳信号のベータ帯域内（たとえば約８ヘルツ（Ｈｚ）から約３０Ｈ
ｚまたは約１６Ｈｚから約３０Ｈｚ）の異常な活動は、運動障害（たとえばパーキンソン
病）に関連する脳の活動を示すとともに、患者状態を管理するための治療送達に対する標
的組織部位を明らかにすると考えられる。したがって、いくつかの例では、生体電気脳信
号のベータ帯域内の電力レベルを用いて、運動障害を管理する刺激治療のための標的組織
部位を特定することができる。
【００３３】
　他の例では、患者状態に応じて、生体電気脳信号のガンマ帯域内（たとえば約３５Ｈｚ
から約１２０Ｈｚ）の電気活動が、標的組織部位を明らかにすることができる。たとえば
、パーキンソン病または別の運動障害の患者の脳内の標的組織部位、たとえば視床下核は
、患者が薬剤で治療されている時または患者が移動する時に、高いガンマ帯域活動を含む
生体電気脳信号を示す可能性がある。したがって、いくつかの例では、生体電気脳信号の
ガンマ帯域内の電力レベルを用いて、標的組織部位を特定することができる。
【００３４】
　本明細書に記載する生体電気脳信号に基づいて刺激電極の組合せを選択するいくつかの
アルゴリズムは、一方または両方のリード２０の長手方向軸に実質的に沿った方向におい
て標的組織部位の位置を特定するのに役立つ。すなわち、本明細書に記載するいくつかの
アルゴリズムは、それぞれのリード２０に沿った電極２４、２６のいずれが標的組織部位
に最も近いかを特定するのに役立ち、それにより、電極２４の各々は、リード２０Ａの長
手方向軸に沿った軸方向において隣接する電極からずれており、電極２６の各々は、リー
ド２０Ｂの長手方向軸に沿った軸方向において隣接する電極からずれている。こうしたア
ルゴリズムは、円柱状リード、パドル状リードまたはグリッド電極（たとえば脳２８の皮
質の刺激のために用いられる）の長手方向軸に実質的に沿った方向において、標的組織部
位の位置を特定するのに有用であり得る。
【００３５】
　さらに、いくつかの例では、本明細書に記載したいくつかのアルゴリズムは、一方また
は両方のリード２０の長手方向軸によって示される方向以外の方向において標的組織部位
の位置を特定するのに役立つことができる。たとえば、本明細書に記載するアルゴリズム
は、一方または両方のリード２０の長手方向軸に沿った軸方向位置を共有するが半径方向
位置が異なる（たとえば、一方または両方のリード２０の長手方向軸に対して実質的に垂
直な方向）複数の分割電極または部分リング電極の各々によって示される方向において、
標的組織部位の位置を特定するのに役立つことができる。両タイプのアルゴリズムが結合
されることにより、標的組織部位が２つの方向において確定される場合、結合されたアル
ゴリズムを、３Ｄアルゴリズムと呼ぶことができ、それを用いて、３次元において相対的
な標的組織部位の位置を特定することができる。
【００３６】
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　いくつかの場合では、治療を送達する標的組織部位を、２つの検知電極の間に配置する
ことができる。標的組織部位が２つの検知電極の間に直接位置する場合、検知電極のうち
のいずれが標的組織部位に最も近いかを確定するには、選択された周波数帯域内の相対電
力レベルが最も高い生体電気信号を検知した１つまたは複数の電極を単純に確定するより
複雑なアルゴリズムが必要である可能性がある。本明細書に記載した例では、標的組織部
位が検知された電極の間に位置しているか否かを判断するアルゴリズムを適用して、標的
組織部位の最も近くに位置する１つまたは複数の電極を確定することができる。
【００３７】
　いくつかの例では、生体電気脳信号に基づいて刺激電極の組合せを選択するアルゴリズ
ムは、複数の生体電気脳信号を検知することと、相対的なベータ帯域電力レベルを確定す
ることとを含む。相対的なベータ帯域電力は、検知された信号のベータ帯域における電力
の、検知された信号の総電力に対する比であり得る。患者の脳の種々の領域に位置する検
知電極によって検知される生体電気信号を正規化するために、ベータ帯域電力の代りに相
対的なベータ帯域電力を用いることができる。この検知された脳信号の正規化は、あらゆ
る選択された周波数帯域内の電力レベルに当てはまる。したがって、本明細書では、全体
として、検知された脳信号の選択された周波数帯域内の「電力レベル」について言及して
いるが、電力レベルは、検知された脳信号の選択された周波数帯域における電力レベルの
、検知された脳信号の総電力に対する比である、相対電力レベルであり得る。
【００３８】
　選択された周波数帯域における電力レベルを、あらゆる適切な技法を用いて確定するこ
とができる。いくつかの例では、ＩＭＤ１６のプロセッサは、約１０秒間から約２分間等
、所定期間にわたって検知された脳信号の選択された周波数帯域の電力レベルを平均する
ことができるが、他の時間範囲も考えられる。他の例では、選択された周波数帯域電力レ
ベルは、約１０秒間から約２分間等、所定の時間範囲にわたる中央電力レベルであり得る
。脳信号の選択された周波数帯域および対象となる他の周波数帯域内の活動は、経時的に
変動する可能性がある。したがって、一瞬の選択された周波数帯域における電力レベルは
、選択された周波数帯域における脳信号のエネルギーの精密かつ厳密な指示を与えない可
能性がある。経時的に、選択された周波数帯域における電力レベルを平均するかまたは別
の方法で監視することは、電力レベルの範囲、したがって、ＩＭＤ１６によって検知され
る特定の脳領域における患者の病理学的状態のより適切な指示を取り込むのに役立つこと
ができる。
【００３９】
　検知された生体電気脳信号の総電力を、あらゆる適切な技法を用いて確定することがで
きる。一例では、ＩＭＤ１６（または、プログラマ１４等の別のデバイス）のプロセッサ
は、脳信号の掃引スペクトルの総電力レベルに基づいて、検知された生体電気脳信号の総
電力レベルを確定することができる。掃引スペクトルを生成するために、プロセッサは、
経時的に連続した周波数帯域に同調させるように検知モジュールを制御することができ、
プロセッサは、抽出された周波数帯域の各々における電力レベルに基づいて、検知された
生体電気脳信号の疑似スペクトログラムを組み立てることができる。疑似スペクトログラ
ムは、特定の時間窓内の生体電気脳信号の周波数成分のエネルギーを示すことができる。
【００４０】
　生体電気脳信号に基づいて刺激電極の組合せを選択するアルゴリズムは、相対的なベー
タ帯域電力レベルの複数の相対的な値を確定することであって、各相対的な値が、２つの
異なる電極によって検知される２つの生体電気信号の相対的なベータ帯域電力レベルに基
づく、確定することと、複数の相対的な値に基づいて標的組織部位に最も近い１つまたは
複数の検知電極を選択することとをさらに含む。選択された１つまたは複数の電極を、脳
２８への刺激治療の送達のためにＩＭＤ１６内にプログラムされ得る１つまたは複数の刺
激電極の組合せに関連付けることができる。このように、刺激電極の組合せを、生体電気
脳信号の特性に基づいて選択することができる。本明細書では、主に周波数領域特性につ
いて言及するが、刺激電極を選択する本明細書に記載する技法を、生体電気脳信号の時間
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領域特性（たとえば、個々のニューロンスパイク、経時的な振幅のパターン、経時的な時
間領域信号の変動、振幅の閾値との比較等）に基づいて１つまたは複数の刺激電極を選択
することにも適用可能であり得る。
【００４１】
　いくつかの例では、刺激電極の組合せに関連する検知電極の１つまたは複数の群を介し
て検知された生体電気脳信号の周波数領域特性に基づいて、他の刺激パラメータ値を選択
することができる。たとえば、ベータ帯域電力レベルを、患者１２に効果的な治療を提供
することができる刺激振幅値に関連付けることができる。電極群は、少なくとも１つの電
極を含み、複数の電極を含むことができる。
【００４２】
　生体電気脳信号に基づいて検知電極の組合せのうちの１つを選択した後、生理学的モデ
ルが、選択された電極が患者１２に対して効果的な刺激治療を提供するのに有用であるこ
とを示す場合、検知電極の組合せの電極を、刺激電極の組合せとして選択することができ
る。たとえば、生理学的モデルは、検知電極の組合せの電極が脳２８内の標的解剖学的構
造に近接しているか否か、または、たとえば解剖学的構造の刺激が副作用を誘発する可能
性があるため、電極が回避されるべき解剖学的構造に近接しているか否かを示すことがで
きる。標的解剖学的構造は、たとえば、患者状態に対して比較的効果的な治療をもたらす
電気刺激（または他の治療送達）のための脳２８の解剖学的構造（または領域）であり得
る。脳２８の解剖学的構造例としては、限定されないが、前頭葉、頭頂葉、後頭葉、側頭
葉、視床（たとえば視床下部前核または視床下部背内側核）、視床下部、扁桃、海馬、一
次運動野、運動前野、背外側前頭前皮質、後部頭頂皮質および小脳が挙げられる。
【００４３】
　脳２８の視床下核（ＳＴＮ）に一方または両方のリード２０を配置する場合、活性化を
回避すべき脳２８の構造は、筋収縮を誘発する可能性がある内包、感覚異常を誘発する可
能性がある内側毛帯線維、および患者１２の眼の斜偏位を誘発する可能性がある動眼神経
線維内を進む皮質延髄路および／または皮質脊髄路を含む可能性がある。別の例では、淡
蒼球内節（ＧＰｉ）内に一方または両方のリード２０を配置する場合、活性化を回避すべ
き脳２８の構造は、筋収縮を誘発する可能性がある内包と、感覚異常および他の視覚障害
をもたらす可能性がある視索とを含む可能性がある。さらに、視床のＶｉｍ内に一方また
は両方のリード２０を配置する場合、活性化を回避すべき構造は、感覚異常を誘発する可
能性がある視床腹尾側核（「Ｖｃ核」とも呼ぶ）と、筋収縮を誘発する可能性がある内包
とを含む可能性がある。他の例では、脳２８および／または線維経路内の他の構造を活性
化することにより、他の刺激が誘発する副作用がもたらされる可能性がある。
【００４４】
　いくつかの例では、プログラマ１４または別のコンピューティングデバイスは、生理学
的モデルを生成し、その生理学的モデルを、ユーザインタフェースのディスプレイに表示
することができる。そして、臨床医は、生理学的モデルの表示に基づいて、検知電極の組
合せの電極が、標的解剖学的構造または回避すべき解剖学的構造に近接しているか否かを
判断することができる。別の例として、プログラマ１４または別のコンピューティングデ
バイスは、植え込まれた電極２４、２６に近接する患者１２の脳２８の解剖学的構造を示
す生理学的モデルに基づいて、検知電極の組合せの電極が標的解剖学的構造に近接してい
るか否かを自動的に判断することができる。
【００４５】
　他の例では、刺激電極の組合せの電極を、生理学的モデルに基づいて選択することがで
き、刺激電極の選択を、刺激電極の組合せの電極を介して検知される生体電気脳信号に基
づいて確認する（たとえば実証する）ことができる。たとえば、プログラマ１４または別
のコンピューティングデバイスは、臨床医が刺激電極の組合せのいずれの電極を選択する
ことができるかに基づいて、生理学的モデルの表示を生成することができる。例として、
臨床医は、刺激信号のために１つまたは複数の標的解剖学的構造に刺激を送達し、１つま
たは複数の刺激が誘発する副作用に関連する解剖学的構造等の他の解剖学的構造に対する
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刺激を最小限にするかまたはさらには回避する、電極および他の刺激パラメータ値を選択
することができる。
【００４６】
　治療システム１０に対して、検知された生体電気脳信号および生理学的モデルに基づい
て、１つまたは複数の刺激電極の組合せを選択することは、効果的な刺激電極の組合せを
選択するために必要な時間を低減するために有用であり得る。図１に示す例では、治療シ
ステム１０は８つの電極２４、２６を備え、それにより、８つの電極２４、２６のあらゆ
る組合せを、脳２８に刺激治療を提供するために選択することができる。いくつかの既存
の技法では、臨床医は、効果的な刺激電極の組合せを見つけるために刺激電極の組合せを
ランダムに選択して試験する。場合によっては、刺激電極の組合せを選択する臨床医の知
識および経験が、刺激電極の組合せを選択するために必要な時間を制限するのに役立つ可
能性がある。臨床医は、患者１２が経験する副作用と、患者の運動障害の症状（または他
の患者状態）が緩和される程度との均衡に基づいて、刺激電極の組合せを選択することが
できる。これらの既存の技法では、臨床医は、試験する電極の組合せを選択するために患
者１２の脳２８の特定の解剖学的形態を考慮せず、患者１２の特定の生理学的特性および
患者の脳２８の特定の機能不全状態も考慮しない可能性がある。さらに、刺激電極の組合
せを選択し試験し、かつ比較的効果的な刺激電極の組合せを特定するこれらの技法は、比
較的時間がかかりかつ冗長である可能性がある。
【００４７】
　対照的に、本明細書に記載するシステム、装置および技法では、患者１２の脳２８に関
する生理学的情報が刺激電極の選択を誘導し、それが、効果的な刺激電極の組合せが選択
される効率を向上させるのに役立つことができる。特に、検知された生体電気脳信号は、
患者１２の脳２８の植え込まれた電極２４、２６に近接する領域を示す生理学的モデルと
組み合わせて、患者１２の脳２８に効果的な刺激治療を送達するのにいずれの電極２４、
２６が配置されるべきかを確定する有用な情報を臨床医に提供することができる。生体電
気脳信号に関して、効果的な刺激電極の組合せを選択する生理学的情報は、１つまたは複
数の時間領域特性（たとえば振幅）、または検知電極の特定の群によって検知される生体
電気脳信号の周波数領域特性の形態であり得る。種々の電極によって検知される生体電気
信号の１つまたは複数の周波数領域特性の振幅の差は、脳２８内の標的組織部位に最も近
い１つまたは複数の検知電極を確定するためにさらなる情報を提供することができ、効果
的な刺激電極の組合せの選択を容易にすることができる。検知された生体電気脳信号は、
患者の脳２８内で検知されるため患者１２に特定であり、したがって、それらを用いて、
特定の患者１２に効果的な治療を提供することができる刺激電極の組合せを比較的迅速に
確認することができる。
【００４８】
　効果的な刺激電極の組合せを選択するために必要な時間を低減することに加えて、本明
細書に記載する技法は、有効な方法で効果的な刺激電極の組合せを見つけるために必要な
専門知識および経験の量を低減するのに役立つことも可能である。たとえば、後にさらに
詳細に説明するように、プログラマ１４または別のコンピューティングデバイスは、患者
１２に特定でありかつ患者の脳２８内の実際のリード配置に特定である生体電気脳信号に
基づいて、自動的に、１つまたは複数の電極の組合せを評価し、かついずれの特定の電極
の組合せが患者１２に効果的な治療を提供することができるかを判断することができる。
【００４９】
　生理学的モデルに関して、患者１２に対して効果的な刺激電極の組合せを選択する生理
学的情報は、治療電気刺激に対する１つまたは複数の標的解剖学的構造、たとえば、刺激
が誘発する副作用に関連するために、刺激の送達を最小限にすることが望ましい１つまた
は複数の解剖学的構造、または選択された刺激電極の組合せを介して患者１２に刺激を送
達することからもたらされる可能性がある治療野を示す治療モデルの指示であり得る。プ
ログラマ１４または別のコンピューティングデバイスが生理学的モデルのグラフィカル表
現を表示する例では、生理学的モデルは、臨床医が患者１２の脳２８内におけるリード２
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０の位置を視覚化するのに役立つことができ、それは、刺激に対する標的解剖学的構造お
よび回避すべき解剖学的構造にいずれの電極２４、２６が近接しているかを、臨床医が判
断するのに役立つことができる。
【００５０】
　生理学的モデルが、選択された刺激電極の組合せを介して患者１２に刺激を送達するこ
とからもたらされる可能性がある治療野を示す治療野モデルを含む例では、生理学的モデ
ルによって提供される生理学的情報は、刺激が脳２８内の組織にいかに影響を与える可能
性があるかの指示を含むことができる。上述したように、治療野モデルの例は、電場モデ
ル、活性場モデル、または電圧勾配もしくは電流密度モデルを含む。プログラマ１４また
は別のコンピューティングデバイスが治療野モデルのグラフィカル表現を表示する例では
、表示されたモデルは、臨床医が、選択された刺激電極の組合せを介して治療送達からも
たらされる治療野の特性（たとえば体積または位置）を視覚化するのに役立つことも可能
である。治療野モデルの視覚化は、たとえば、治療野が、刺激に対する標的解剖学的構造
および刺激が誘発する副作用に関連する解剖学的構造と部分的に重なるか否かを視覚化す
るのに有用であり得る。選択された電極および／または１つもしくは複数の刺激パラメー
タ値を、治療野を調整するように変更することができる。
【００５１】
　効果的な刺激電極の組合せを選択するために必要な時間を低減することに加えて、本明
細書に記載する技法は、有効な方法で効果的な刺激電極の組合せを見つけるために必要な
専門知識または経験の量を低減するのに役立つことも可能である。たとえば、後にさらに
詳細に説明するように、プログラマ１４または別のコンピューティングデバイスは、患者
１２に特定でありかつ患者の脳２８内の実際のリード配置に特定の生体電気脳信号に基づ
いて、自動的に、検知電極の１つまたは複数の群を評価し、検知電極のいずれの特定の群
が、患者１２に効果的な治療を提供することができる刺激電極の組合せに関連しているか
を判断することができる。そして、プログラマ１４は、選択された検知電極の組合せに基
づいて、刺激電極の組合せを自動的に選択することができる。運動障害等の患者状態によ
っては、生体電気脳信号は、患者状態に関連する脳２８の領域に臨床医を誘導するのに役
立つ。
【００５２】
　さらに、いくつかの例では、プログラマ１４または別のコンピューティングデバイスは
、生理学的モデルに基づいて、選択された電極の組合せが、患者１２の脳２８内の１つま
たは複数の標的解剖学的構造に近接しているか、または刺激が誘発する副作用に関連する
解剖学的構造に近接しているかを自動的に判断することができる。生理学的モデルは、脳
２８内のリード２０の推定された位置または実際の位置に近接する患者１２の脳２８の構
造を示し、それにより、プログラマ１４が、選択された刺激電極が脳２８内の生理学的に
重要な位置（たとえば、刺激に対する標的解剖学的構造に近接するか、または刺激が誘発
する副作用に関連する構造に近接する位置）に配置されているか否かを自動的に判断する
ことができる。他の例では、生理学的モデルは、選択された刺激電極が脳２８内の生理学
的に重要な位置（たとえば、刺激に対する標的解剖学的構造に近接するか、または刺激が
誘発する副作用に関連する構造に近接する位置）に配置されているか否かを判断する際に
臨床医を誘導する生理学的情報を提供する。
【００５３】
　検知された生体電気脳信号に基づき、かつ生理学的モデルを考慮することなく刺激電極
の組合せを選択することが有用である場合があるが、生理学的モデルは、生体電気脳信号
を検知するために用いられる検知電極の組合せに基づいて選択された刺激電極が、標的組
織部位に近接していることを確認するために、かつ／または刺激電極が、刺激送達により
１つまたは複数の副作用がもたらされる可能性がある脳２８内の組織部位に近接していな
いことを確認するために有用であり得る、さらなる生理学的情報を提供することができる
。
【００５４】
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　同様に、生理学的モデルに基づき、かつ刺激電極の組合せの電極を介して検知される生
体電気脳信号を考慮することなく、刺激電極の組合せを選択することが有用である場合が
あるが、検知された生体電気脳信号に基づいて刺激電極選択を確認することが有用であり
得る。後にさらに詳細に説明するように、検知された生体電気脳信号は、標的組織部位に
対する刺激電極の位置を明らかにすることができる。
【００５５】
　本明細書に記載するシステムおよび技法に従って刺激電極の組合せを選択した後、臨床
医は、単独で、またはプログラマ１４等のコンピューティングデバイスを用いて、患者１
２に対して効果的な治療を提供する他の刺激パラメータ値を選択することができる。これ
らの他の刺激パラメータ値は、たとえば、刺激信号の周波数および振幅と、刺激パルスの
場合は刺激信号のデューティサイクルおよびパルス幅を含むことができる。他の場合では
、プログラマ１４は、刺激波形とともに送達された刺激パルスのパターンに関する情報を
提案することができる。
【００５６】
　いくつかの例では、ＩＭＤ１６は、患者１２内に植え込まれ、長期にわたって治療を送
達するようにプログラムされた後、選択された刺激電極の組合せを定期的に再評価して、
別の刺激電極の組合せがより効果的な治療を提供することができるか否かを判断すること
ができる。ＩＭＤ１６は、たとえば、刺激治療に対する標的組織部位を、たとえば脳２８
の生理学的変化に基づいて変更することができるか否か、または一方もしくは両方のリー
ド２０Ａ、２０Ｂが脳２８内の元の植込み部位から離れるように移動したか否かを判断す
ることができる。
【００５７】
　いくつかの例では、選択された刺激電極の組合せを定期的に再評価するために、ＩＭＤ
１６は、リード２０Ａ、２０Ｂそれぞれの電極２４、２６を備えた検知電極の１つまたは
複数の群によって、生体電気脳信号を定期的に検知することができる。プログラマ１４ま
たはＩＭＤ１６のプロセッサは、検知された生体電気脳信号の周波数帯域特性の分析に基
づき、異なる刺激電極の組合せを用いて脳２８に刺激を送達するべきか否かを判断するこ
とができる。たとえば、ＩＭＤ１６のプロセッサは、目下選択されている刺激電極の組合
せが、相対的なベータ帯域電力が最も高い生体電気信号を示す標的組織部位に最も近い検
知電極群に関連していない場合、ＩＭＤ１６が患者１２に刺激を送達する電極のサブセッ
トを切り換えることができる。このように、ＩＭＤ１６が患者１２に電気刺激を送達する
ために用いる刺激電極の組合せを、閉ループ系で動的に変更することができる。
【００５８】
　リード２０Ａ、２０Ｂそれぞれの電極２４、２６を備えた検知電極の１つまたは複数の
群による生体電気脳信号に基づき、選択された刺激電極の組合せを再評価することに加え
て、またはその代りに、プログラマ１４、ＩＭＤ１６または別のデバイスのプロセッサは
、電極２４、２６の実際の植込み位置に基づいて生成される生理学的モデルに基づいて、
刺激電極が脳２８に効果的な治療を提供するか否かを周期的に評価することができる。生
理学的モデルは、たとえば、１つまたは複数の刺激電極が標的組織部位に電気刺激を送達
するようにそれ以上配置されないように、または１つもしくは複数の刺激電極が、刺激が
誘発する副作用に関連する組織部位に刺激を送達しているように、リード２０のうちの１
つまたは複数が脳２８内で移動したか否かを示すことができる。
【００５９】
　生理学的モデルに基づいて、選択された刺激電極の組合せを評価するために、臨床医は
、何らかの適切な撮像モダリティを用いてリード２０およびそれぞれの電極２４、２６の
医用画像を取得することができる。プログラマ１４または別のコンピューティングデバイ
スは、医用画像および患者の解剖学的データによって示される電極２４、２６の位置に基
づいて、生理学的モデルを生成することができる。生理学的モデルは、たとえば、選択さ
れた刺激電極が、１つまたは複数の標的解剖学的構造に電気刺激を送達するように、かつ
／または刺激が誘発する副作用に関連する１つまたは複数の解剖学的構造を回避するよう
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に、以前として配置されているか否かを示すことができる。たとえば、生理学的モデルは
、選択された刺激電極の組合せを介して刺激送達からもたらされる電場、活性場、治療野
の電圧勾配または電流密度が、依然として、標的解剖学的構造を標的としており、かつ／
または刺激が誘発する副作用に関連する解剖学的構造を回避しているか否かを示すことが
できる。
【００６０】
　ＩＭＤ１６によって生成される電気刺激を、種々の障害および状態を管理するように構
成することができる。いくつかの例では、ＩＭＤ１６の刺激発生器は、電気パルスを生成
し、選択された刺激電極の組合せの電極を介して患者１２に送達するように構成されてい
る。しかしながら、他の例では、ＩＭＤ１６の刺激発生器を、連続波信号、たとえば正弦
波または三角波を生成し送達するように構成することができる。いずれの場合も、ＩＭＤ
１６内の信号発生器は、その所与の時点で治療において選択される治療プログラムに従っ
て、ＤＢＳに対し電気刺激治療を生成することができる。ＩＭＤ１６が刺激パルスの形態
で電気刺激を送達する例では、治療プログラムは、患者１２に刺激を送達する刺激電極の
組合せ、パルスのパルス周波数、パルス幅および電流または電圧振幅等、一組の治療パラ
メータ値を含むことができる。上述したように、刺激電極の組合せは、患者１２の組織に
刺激信号を送達するために選択される特定の電極２４、２６と、選択された電極のそれぞ
れの極性とを示すことができる。
【００６１】
　ＩＭＤ１６を、鎖骨、または代替的に、患者１２の腹部、背中または臀部の上方の皮下
ポケット内に、頭蓋骨の上もしくは中に、または患者１２内の他のあらゆる適切な部位に
植え込むことができる。概して、ＩＭＤ１６は、体液からの腐食および劣化に耐性がある
生体適合性材料から構成されている。ＩＭＤ１６は、プロセッサ、治療モジュールおよび
メモリ等のコンポーネントを実質的に封入する密封ハウジングを備えることができる。
【００６２】
　図１に示すように、植え込まれたリード延長部１８は、コネクタ３０（ＩＭＤ１６のコ
ネクタブロックまたはヘッダとも呼ばれる）を介してＩＭＤ１６に結合される。図１の例
では、リード延長部１８は、ＩＭＤ１６の植込み部位から患者１２の頸部に沿って患者１
２の頭蓋骨３２まで横切り、脳２８にアクセスする。図１に示す例では、リード２０Ａお
よび２０Ｂ（まとめて「リード２０」）は、治療システム１０によって制御される患者状
態または障害に基づいて選択され得る、脳２８の１つまたは複数の領域に電気刺激を送達
するために、患者１２の右脳および左脳内にそれぞれ植え込まれる。標的組織部位に刺激
を送達するために用いられる刺激電極を、たとえば図５～図１０に関して、たとえば本明
細書に記載するアルゴリズムを用いて、１つまたは複数の検知された生体電気脳信号と、
植え込まれた電極に近接する脳２８の領域を示す生理学的モデルとに基づいて選択するこ
とができる。他のリード２０およびＩＭＤ１６植込み部位が考えられる。たとえば、いく
つかの例では、ＩＭＤ１６を、頭蓋骨３２の上または中に植え込むことができる。別の例
として、リード２０を、脳２８の同じ大脳半球内に植え込むことができ、またはＩＭＤ１
６を単一リードに結合することができる。
【００６３】
　図１では、リード２０が、共通のリード延長部１８に結合されているように示すが、他
の例では、リード２０を、別個のリード延長部を介してＩＭＤ１６に、またはコネクタ３
０に直接結合することができる。運動障害等の患者状態に関連する患者症状を管理するよ
うに、リード２０を、脳２８内の１つまたは複数の標的組織部位に電気刺激を送達するよ
うに配置することができる。リード２０を、電極２４、２６を頭蓋骨３２のそれぞれの穴
を介して脳２８の所望の位置に配置するように植え込むことができる。電極２４、２６が
、治療中に脳２８内の標的組織部位に電気刺激を提供することができるように、リード２
０を脳２８内のあらゆる位置に配置することができる。たとえば、電極２４、２６を、脳
２８の硬膜の下に、または患者１２の頭蓋骨３２の穿頭孔を介して脳２８の大脳皮質内に
外科的に植え込み、１つまたは複数のリード２０を介してＩＭＤ１６に電気的に結合する
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ことができる。
【００６４】
　図１に示す例では、リード２０の電極２４、２６はリング電極として示されている。リ
ング電極は、比較的プログラムが単純であり、かつ電極２４、２６に隣接するあらゆる組
織に電場を送達することができるため、ＤＢＳ用途で使用され得る。他の例では、電極２
４、２６は異なる形態を有していてもよい。たとえば、いくつかの例では、リード２０の
電極２４、２６のうちの少なくともいくつかは、成形された電場を生成することができる
複雑な電極アレイ形状を有することができる。複雑な電極アレイ形状は、１つのリング電
極ではなく、各リード２０の外周に複数の電極（たとえば、部分リング電極または分割電
極）を含むことができる。このように、電気刺激を、リード２０から特定の方向に向ける
ことにより、治療の効力を向上させ、大量の組織を刺激することからのあり得る不都合な
副作用を低減することができる。分割電極を含む複雑な電極アレイ形状の例を、図３Ａお
よび図３Ｂを参照して示し説明する。いくつかの例では、ＩＭＤ１６のハウジングは、１
つまたは複数の刺激電極および／または検知電極を含むことができる。代替的な例では、
リード２０は、図１に示すような細長い円柱以外の形状を有することができる。たとえば
、リード２０は、パドル状リード、球状リード、屈曲可能リード、または患者１２を治療
しかつ／またはリード２０の侵襲性を最小限にするのに有効な他のあらゆるタイプの形状
であり得る。さらに、他の例では、リード２０は、マクロ電極（たとえば、リング、局所
電場電位および刺激を検知するように適合されたセグメント）およびマイクロ電極（たと
えば、時間領域においてスパイク列を検知するように適合された）の両方をあらゆる組合
せで含むことができる。
【００６５】
　図１に示す例では、ＩＭＤ１６は、各々が一組の治療パラメータ値を定義する複数の治
療プログラムを格納するメモリ（図３に示す）を含む。いくつかの例では、ＩＭＤ１６は
、検出された患者活動レベル、検出された患者状態、日付に基づく等、さまざまなパラメ
ータに基づいて、メモリから治療プログラムを選択することができる。ＩＭＤ１６は、運
動障害に関連する患者の症状（または別の患者状態）を管理するように選択された治療プ
ログラムに基づいて、電気刺激を生成することができる。
【００６６】
　ＩＭＤ１６が効果的な治療を患者１２に提供するか否かを判断するようにＩＭＤ１６が
評価される試行段階中、複数の治療プログラムを、有効であるか試験し評価することがで
きる。さらに、後にさらに詳細に説明するように、少なくとも１つの検知された生体電気
脳信号と、脳２８内のリード２０の位置に基づいて確定される生理学的モデルとに基づい
て、１つまたは複数の治療プログラムに対し１つまたは複数の刺激電極の組合せを選択す
ることができる。治療プログラムを、試行段階の結果に基づいてＩＭＤ１６内に格納する
ように選択することができる。
【００６７】
　ＩＭＤ１６が、一時的にではなく治療の送達のために患者１２内に植え込まれる長期的
な治療の間、ＩＭＤ１６は、種々の治療プログラムに従って、刺激信号を生成し患者１２
に送達することができる。さらに、いくつかの例では、患者１２は、プログラマ１４を用
いて、患者１２が感知する治療の効力を変更するために、単一の所与のプログラム内の１
つまたは複数の治療パラメータ値の値を変更するか、またはプログラムを切り換えること
ができる。ＩＭＤ１６のメモリは、患者１２が治療パラメータを調整し、プログラムを切
り換え、または他の治療調整を受けることができる程度を定義する命令を格納することが
できる。患者１２は、治療中のあらゆる時点で、または臨床医の指定に応じて、外部プロ
グラマ１４を介してＩＭＤ１６が使用する追加のプログラムを生成することができる。
【００６８】
　外部プログラマ１４は、治療情報を提供するかまたは検索する必要に応じて、ＩＭＤ１
６と無線通信する。プログラマ１４は、ユーザ、たとえば臨床医および／または患者１２
が、ＩＭＤ１６と通信するために用いることができる外部コンピューティングデバイスで
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ある。たとえば、プログラマ１４は、臨床医がＩＭＤ１６と通信し、ＩＭＤ１６に対して
１つまたは複数の治療プログラムをプログラムする臨床医プログラマであり得る。代替的
に、プログラマ１４は、患者１２がプログラムを選択しかつ／または治療パラメータを見
て変更するのを可能にする患者プログラマであり得る。臨床医プログラマは、患者プログ
ラマより多くのプログラミング特徴を含むことができる。言い換えれば、訓練されていな
い患者がＩＭＤ１６に望ましくない変更を加えるのを防止するように、より複雑なまたは
慎重な扱いを要するタスクを、臨床医プログラマのみによって可能とすることができる。
【００６９】
　プログラマ１４は、ユーザが見ることができるディスプレイと、プログラマ１４に入力
を提供するインタフェース（すなわち、ユーザ入力機構）とを備えたハンドヘルドコンピ
ューティングデバイスであり得る。たとえば、プログラマ１４は、ユーザに情報を提示す
る小型表示画面（たとえば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または発光ダイオード（ＬＥＤ
）ディスプレイ）を含むことができる。さらに、プログラマ１４は、タッチスクリーンデ
ィスプレイ、キーパッド、ボタン、周辺ポインティングデバイス、またはユーザがプログ
ラマ１４のユーザインタフェース内を移動し入力を提供するのを可能にする別の入力機構
を含むことができる。プログラマ１４がボタンおよびキーパッドを含む場合、ボタンを、
所定の機能、すなわち電源の起動を行うのに専用とすることができ、またはボタンおよび
キーパッドは、目下ユーザが見ているユーザインタフェースのセクションに応じて機能が
変化するソフトキーであり得る。代替的に、プログラマ１４の画面（図示せず）は、ユー
ザがディスプレイに表示されるユーザインタフェースに直接入力を提供するのを可能にす
るタッチスクリーンであり得る。ユーザは、スタイラスまたは指を用いてディスプレイに
入力を提供することができる。
【００７０】
　他の例では、プログラマ１４は、専用のコンピューティングデバイスではなく、より大
型のワークステーションか、または別の多機能デバイス内の別個のアプリケーションであ
ってもよい。たとえば、多機能デバイスは、ノートブックコンピュータ、タブレットコン
ピュータ、ワークステーション、携帯電話、携帯情報端末、または別のコンピューティン
グデバイスであって、それが医療機器プログラマ１４として動作するのを可能にするアプ
リケーションを実行することができるコンピューティングデバイスであり得る。コンピュ
ーティングデバイスに結合された無線アダプタが、コンピューティングデバイスとＩＭＤ
１６との間のセキュア通信を可能にすることができる。
【００７１】
　プログラマ１４が臨床医によって使用されるように構成されている場合、プログラマ１
４を用いて、ＩＭＤ１６に初期プログラミング情報を送信することができる。この初期情
報は、リード２０および電極構成のタイプ等のハードウェア情報、脳２８内のリード２０
の位置、電極アレイ２４、２６の構成、治療パラメータ値を定義する初期プログラム、お
よび臨床医がＩＭＤ１６にプログラムするように望む他のあらゆる情報を含むことができ
る。プログラマ１４はまた、機能試験を完了する（たとえば、リード２０の電極２４、２
６のインピーダンスを測定する）ことができてもよい。
【００７２】
　臨床医はまた、プログラマ１４を用いてＩＭＤ１６内に治療プログラムを格納すること
も可能である。プログラミングセッション中、臨床医は、患者状態に関連する、場合によ
っては、睡眠状態、運動状態または安静状態等、１つまたは複数の異なる患者状態に特定
の症状に対処するために、患者１２に効果的な治療を提供する１つまたは複数の治療プロ
グラムを確定することができる。たとえば、臨床医は、刺激を脳に２８に送達するための
１つまたは複数の電極の組合せを選択することができる。プログラミングセッション中、
患者１２は、評価されている特定のプログラムの効力に関して、臨床医にフィードバック
を提供することができ、または臨床医は、患者１２の１つまたは複数の生理学的パラメー
タ（たとえば、筋活動または筋緊張）に基づいて効力を評価することができる。プログラ
マ１４は、潜在的に有益な治療パラメータ値を識別する組織的なシステムを提供すること
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により、治療プログラムの作成／特定において臨床医を支援することができる。
【００７３】
　プログラマ１４を、患者１２が使用するように構成することも可能である。患者プログ
ラマとして構成される場合、プログラマ１４は、患者１２がＩＭＤ１６の重大な機能また
は患者１２に対して有害であり得るアプリケーションを変更しないように、機能を（臨床
医プログラマに比較して）制限することができる。このように、プログラマ１４は、患者
１２が、いくつかの治療パラメータに対して値を調整するか、または特定の治療パラメー
タに対して利用可能な値の範囲を設定することのみを可能にすることができる。
【００７４】
　プログラマ１４は、治療が送達されている時、患者入力が治療の変更のきっかけとなっ
た時、またはプログラマ１４またはＩＭＤ１６内の電源を交換するか充電する必要がある
時、患者１２に指示を与えることも可能である。たとえば、プログラマ１４は、警告ＬＥ
Ｄを含むことができ、患者１２に対しプログラマディスプレイを介してメッセージを点滅
することができ、患者入力が受け取られたことを確認するため、たとえば患者状態を示す
かまたは治療パラメータを手動で変更するために、可聴音声または体性感覚キューを生成
することができる。
【００７５】
　プログラマ１４は、無線通信を介して、ＩＭＤ１６に、任意に別のコンピューティング
デバイスに通信するように構成されている。プログラマ１４は、たとえば、本技術分野に
おいて既知である無線周波数（ＲＦ）遠隔測定技法を用いて、無線通信を介してＩＭＤ１
６と通信することができる。プログラマ１４はまた、ＩＥＥＥ８０２．１１またはＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）仕様セットによるＲＦ通信、ＩＲＤＡ仕様セットによる赤外線
（ＩＲ）通信、または他の標準もしくは固有遠隔測定プロトコル等、種々の局所無線通信
技法のいずれかを用いて、有線または無線接続を介して別のプログラマまたはコンピュー
ティングデバイスと通信することも可能である。プログラマ１４はまた、磁気もしくは光
ディスク、メモリカードまたはメモリスティック等、リムーバブルメディアの交換を介し
て他のプログラミングデバイスまたはコンピューティングデバイスと通信することも可能
である。さらに、プログラマ１４は、たとえばローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、
広域ネットワーク（ＷＡＮ）、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）または携帯電話ネットワーク
を介して通信して、本技術分野において既知である遠隔測定技法を介してＩＭＤ１６およ
び別のプログラマと通信することができる。
【００７６】
　治療システム１０を、数か月または数年にわたって患者１２に長期の刺激治療を提供す
るように実施することができる。しかしながら、システム１０を、完全な植込みに引き渡
す前に治療を評価するために、試験的に採用することも可能である。一時的に植え込まれ
る場合、システム１０のいくつかのコンポーネントを、患者１２内に植え込まない可能性
がある。たとえば、患者１２に、ＩＭＤ１６ではなく試験刺激装置等の外部医療機器を取
り付けてもよい。外部医療機器を、経皮リード、経皮延長部を介する植込み型リード、ま
たは１つもしくは複数の外部リードに結合することができる。試験刺激装置が、ＤＢＳシ
ステム１０が患者１２に有効な治療を提供することを示す場合、臨床医は、比較的長期の
治療に対して患者１２内に長期刺激装置を植え込むことができる。
【００７７】
　治療システム１０の他の例では、治療システム１０は、１本のリードのみかまたは２本
以上のリードを含む。刺激電極の組合せを選択することに関して後述する装置、システム
および技法を、１本のみのリードまたは２本以上のリードを含む治療システムに適用する
ことができる。
【００７８】
　図２は、例としてのＩＭＤ１６のコンポーネントを示す機能ブロック図である。図２に
示す例では、ＩＭＤ１６は、プロセッサ４０、メモリ４２、刺激発生器４４、検知モジュ
ール４６、スイッチモジュール４８、遠隔測定モジュール５０および電源５２を含む。メ
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モリ４２は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、不揮
発性ＲＡＭ（ＮＶＲＡＭ）、電気的に消去可能なプログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）
、フラッシュメモリ等、あらゆる揮発性媒体または不揮発性媒体を含むことができる。メ
モリ４２は、プロセッサ４０によって実行されるとＩＭＤ１６に対してさまざまな機能を
実行させるコンピュータ可読命令を格納することができる。
【００７９】
　図２に示す例では、メモリ４２は、治療プログラム５４、生体電気脳信号６０および動
作命令５８を、メモリ４２内の別個のメモリまたはメモリ４２内の別個の領域に格納する
。各格納された治療プログラム５４は、刺激電極の組合せ、電流または電圧の振幅、周波
数（たとえば刺激パルスの場合はパルスレート）およびパルス幅等、電気刺激パラメータ
の特定の組を定義する。いくつかの例では、個々の治療プログラムを、治療群として格納
することができ、それは、刺激を生成するために用いることができる一組の治療プログラ
ムを定義する。治療群の治療プログラムによって定義される刺激信号を、オーバラップす
るようにまたはオーバラップしないように（たとえば時間インターリーブ式に）合わせて
送達することができる。
【００８０】
　生体電気脳信号６０は、検知モジュール４６によって患者１２の脳２８内で検知される
生体電気脳信号を含む。生体電気脳信号の例には、限定されないが、脳２８の１つまたは
複数の領域内の局所電場電位から生成された信号が含まれる。ＥＥＧ信号およびＥＣｏＧ
信号は、脳２８内で測定され得る局所電場電位の例である。しかしながら、局所電場電位
は、患者１２の脳２８内のより広い種類の電気信号を含むことができる。いくつかの例で
は、生体電気脳信号６０は、検知モジュール４６（または別の検知モジュール）によって
検知された生生体電気脳信号、検知モジュール４６によって生成されたパラメータ化され
た生体電気脳信号、または生生体電気脳信号に基づいて生成されたデータである。動作命
令５８は、プロセッサ４０の制御下でＩＭＤ１６の全体的な動作を誘導する。
【００８１】
　刺激発生器４４は、プロセッサ４０の制御下で、電極２４、２６の選択されたサブセッ
トを介して患者１２に送達される刺激信号を生成する。患者の運動障害を管理するために
ＤＢＳにおいて有効であると考えられる電気刺激パラメータの範囲例は、以下を含む。
１．周波数：およそ１３０Ｈｚ等、およそ１００Ｈｚとおよそ５００Ｈｚとの間。
２．電圧振幅：およそ０．５ボルトとおよそ２０ボルトとの間、またはおよそ５ボルト等
、およそ０．１ボルトとおよそ５０ボルトとの間。
３．電流振幅：電流振幅は、生物学的負荷の両端の電圧を制御することによってもたらさ
れる電荷の流れであり得る。電流制御系では、およそ５００Ωのより低レベルのインピー
ダンスを呈する電流振幅は、およそ１ミリアンペアとおよそ４０ミリアンペアまたはおよ
そ１０ミリアンペア等、およそ０．２ミリアンペアからおよそ１００ミリアンペアの間で
あり得る。しかしながら、いくつかの例では、インピーダンスは、約２００オームと約２
キロオームとの間の範囲であり得る。
４．パルス幅：およそ１００マイクロ秒とおよそ１０００マイクロ秒との間、またはおよ
そ１８０マイクロ秒とおよそ４５０マイクロ秒との間等、およそ１０マイクロ秒とおよそ
５０００マイクロ秒との間。
【００８２】
　したがって、いくつかの例では、刺激発生器４４は、上述した電気刺激パラメータに従
って電気刺激信号を発生する。治療パラメータ値の他の範囲も有用である可能性があり、
患者１２の標的刺激部位によって決まり得る。刺激パルスについて述べているが、刺激信
号は、連続時間信号（たとえば正弦波）等、いかなる形態であってもよい。
【００８３】
　プロセッサ４０は、マイクロプロセッサ、コントローラ、デジタル信号プロセッサ（Ｄ
ＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（
ＦＰＧＡ）またはディスクリート論理回路のうちのいずれか１つまたは複数を含み得る。
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本明細書に記載するプロセッサに属する機能を、ソフトウェア、ファームウェア、ハード
ウェアまたはそれらの任意の組合せを介してハードウェアデバイスにおいて具現化するこ
とができる。プロセッサ４０は、メモリ４２に格納されている治療プログラム５４に従っ
て、振幅、パルス幅およびパルスレート等、プログラムのうちの１つまたは複数によって
指定される特定の刺激パラメータ値を適用するように刺激発生器４４を制御する。
【００８４】
　図２に示す例では、電極２４の組は電極２４Ａ、２４Ｂ、２４Ｃおよび２４Ｄを含み、
電極２６の組は、電極２６Ａ、２６Ｂ、２６Ｃおよび２６Ｄを含む。プロセッサ４０はま
た、刺激発生器４４によって生成された刺激信号を電極２４、２６の選択された組合せに
適用するように、スイッチモジュール４８を制御する。特に、スイッチモジュール４８は
、リード２０内の選択された導体に刺激信号を結合することができ、それにより、リード
２０は、刺激信号を選択された電極２４、２６にわたって送達する。スイッチモジュール
４８は、スイッチアレイ、スイッチマトリックス、マルチプレクサ、または刺激エネルギ
ーを選択された電極２４、２６に選択的に結合し、かつ選択された電極２４、２６によっ
て生体電気脳信号を選択的に検知するように構成された他のあらゆるタイプのスイッチン
グモジュールであり得る。このため、刺激発生器４４は、スイッチモジュール４８および
リード２０内の導体を介して電極２４、２６に結合される。しかしながら、いくつかの例
では、ＩＭＤ１６はスイッチモジュール４８を含まない。
【００８５】
　刺激発生器４４は、単一チャネルまたはマルチチャネル刺激発生器であり得る。特に、
刺激発生器４４は、単一の電極の組合せを介して所与の時点において単一の刺激パルス、
複数の刺激パルスまたは連続信号を送達するか、または複数の電極の組合せを介して所与
の時点において複数の刺激パルスを送達することができてもよい。しかしながら、いくつ
かの例では、刺激発生器４４およびスイッチモジュール４８を、時間インターリーブ式に
複数のチャネルを送達するように構成してもよい。たとえば、スイッチモジュール４８は
、種々の時点で種々の電極の組合せにわたり刺激発生器４４の出力を時分割して、刺激エ
ネルギーの複数のプログラムまたはチャネルを患者１２に送達する役割を果たすことがで
きる。
【００８６】
　いくつかの例では、プロセッサ４０は、電極２４、２６の選択された組合せ、すなわち
刺激電極の組合せを、脳２８内で検知された生体電気信号の１つまたは複数の周波数領域
特性に基づいて動的に変化させる。検知モジュール４６は、プロセッサ４０の制御下で、
生体電気脳信号を検知し、検知された生体電気脳信号をプロセッサ４０に提供することが
できる。プロセッサ４０は、電極２４、２６の選択された組合せ、たとえば検知電極の組
合せに検知モジュール４６を結合するように、スイッチモジュール４８を制御することが
できる。このように、ＩＭＤ１６は、検知モジュール４６が複数の異なる検知電極の組合
せによって生体電気脳信号を検知することができるように構成されている。スイッチモジ
ュール４８を、それぞれのリード２０内の導体を介して、選択された電極２４、２６に電
気的に結合することができ、それにより、リード２０は、選択された電極２４、２６にわ
たって検知された生体電気脳信号を検知モジュール４６に送達する。生体電気脳信号は、
患者１２の脳２８内の電気活動を示す電気信号を含むことができる。プロセッサ４０は、
検知された生体電気脳信号をメモリ４２に格納することができる。
【００８７】
　検知モジュール４６は、図２の刺激発生器４４およびプロセッサ４０と共通のハウジン
グ内に組み込まれているが、他の例では、ＩＭＤ１６とは別個のハウジング内にあっても
よく、かつ有線通信技法または無線通信技法を介してプロセッサ４０（いくつかの例では
プログラマ１４）と通信することができる。
【００８８】
　遠隔測定モジュール５０は、プロセッサ４０の制御下で、ＩＭＤ１６と外部プログラマ
１４または別のコンピューティングデバイスとの間の無線通信を支援する。ＩＭＤ１６の
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プロセッサ４０は、振幅および電極の組合せ等のさまざまな刺激パラメータに対する値を
、プログラムの更新として、遠隔測定モジュール５０を介してプログラマ１４から受け取
ることができる。治療プログラムに対する更新を、メモリ４２の治療プログラム５４部分
内に格納することができる。ＩＭＤ１６における遠隔測定モジュール５０は、プログラマ
１４等、本明細書に記載する他のデバイスおよびシステム内の遠隔測定モジュールと同様
に、ＲＦ通信技法によって通信を達成することができる。さらに、遠隔測定モジュール５
０は、外部医療機器プログラマ１４と、プログラマ１４とのＩＭＤ１６の近位誘導相互作
用を介して通信することができる。したがって、遠隔測定モジュール５０は、検知された
生体電気脳信号に関連する情報等の情報を外部プログラマ１４に、連続的に、周期的間隔
で、またはＩＭＤ１６もしくはプログラマ１４からの要求時に送信することができる。
【００８９】
　電源５２は、動作電力をＩＭＤ１６のさまざまなコンポーネントに送達する。電源５２
は、動作電力を生成する、小型充電式または非充電式バッテリおよび電力発生回路を含む
ことができる。充電を、外部充電器とＩＭＤ１６内の誘導充電コイルとの間の近位誘導相
互作用によって達成することができる。いくつかの例では、電力要件は、ＩＭＤ１６が充
電式バッテリをトリクル充電するように患者の運動を利用し運動エネルギースキャベンジ
ング装置を実装することができるように十分小さい可能性がある。他の例では、限られた
期間、従来のバッテリを用いてもよい。
【００９０】
　本開示を通して、電極の群は、１つまたは複数のリードの長手方向軸に沿った同じ位置
に位置するあらゆる電極を指すものとする。電極の群は、１つの電極または複数の電極（
たとえば２つ以上の電極）を含むことができる。
【００９１】
　図３Ａおよび図３Ｂは、電極２４、２６のそれぞれのセットを含む一方または両方のリ
ード２０Ａ、２０Ｂの代りにまたはそれに加えて、ＩＭＤ１６で使用され得る、リード６
２および電極６４の群の例の概略図である。図３Ａは、電極６６、６８、７０および７２
の４つの群を含む、リード６２のｘ－ｙ平面（単に説明を簡単にするために、図３Ａでは
直交するｘ－ｙ軸を示す）に２次元（２Ｄ）側面図を示す。図３Ｂは、電極の４つの群の
各々のｙ－ｚ平面における断面図を示す。電極６６および７２の群は、各々、図２に示す
電極２４、２６の各々と同様であり得る１つのリング電極を含む。対照的に、電極６８お
よび７０の群は、各々、リード６２の外周に分散している３つの分割電極６８Ａ～６８Ｃ
および７０Ａ～７０Ｃを含む。他の例では、リード６２は、リング電極または分割電極の
群のあらゆる数のかつ組合せを含むことができる。たとえば、リード６２は、分割電極の
群のみを含むことができる。他の例では、電極の群６８、７０は、４つ以上の分割（また
は部分リング）電極かまたは１つもしくは２つの分割電極もしくは部分リング電極を含む
ことができる。
【００９２】
　図４は、プロセッサ８０、メモリ８２、ユーザインタフェース８４、遠隔測定モジュー
ル８６および電源８８を含む、外部医療機器プログラマ１４の例の概念ブロック図である
。プロセッサ８０は、ユーザインタフェース８４および遠隔測定モジュール８６を制御し
、情報および命令をメモリ８２に格納するとともにメモリ８２から検索する。プログラマ
１４を、臨床医プログラマまたは患者プログラマとして使用されるように構成することが
できる。プロセッサ８０は、１つまたは複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、
ＦＰＧＡ、または他の等価な集積回路もしくはディスクリート論理回路を含む、１つまた
は複数のプロセッサのあらゆる組合せを含むことができる。したがって本明細書において
プロセッサ８０に属する機能を、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはそ
れらのいかなる組合せのいずれで実行するかに関らず、プロセッサ８０はあらゆる適切な
構造を含むことができる。
【００９３】
　臨床医または患者１２等のユーザは、ユーザインタフェース８４を介してプログラマ１
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４と対話することができる。ユーザインタフェース８４は、複数の検知電極の組合せを介
して検知される生体電気信号に関連する情報等、治療に関連する情報を提示するために、
ＬＣＤもしくはＬＥＤディスプレイまたは他のタイプの画面等、ディスプレイ（図示せず
）を含む。さらに、ユーザインタフェース８４は、ユーザからの入力を受け取る入力機構
も含むことができる。入力機構は、たとえば、ボタン、キーパッド（たとえば英数字キー
パッド）、周辺ポインティングデバイス、またはユーザが、プログラマ１４のプロセッサ
８０によって提示されるユーザインタフェース内を移動し入力を提供するのを可能にする
別の入力機構を含むことができる。
【００９４】
　プログラマ１４がボタンおよびキーパッドを含む場合、ボタンを、所定の機能、すなわ
ち電源ボタンを実行するのに専用とすることができ、またはボタンおよびキーパッドは、
ユーザが目下見ているユーザインタフェースのセクションに応じて機能を変更するソフト
キーであり得る。代替的に、プログラマ１４のディスプレイ（図示せず）は、ユーザが、
ディスプレイに示されているユーザインタフェースに直接入力を提供することができるよ
うにするタッチスクリーンであってもよい。ユーザは、スタイラスまたは指を用いて、デ
ィスプレイに入力を提供することができる。他の例では、ユーザインタフェース８４は、
患者１２の運動機能が限られている場合に有用であり得る、患者１２に可聴命令または音
声を提供しかつ／または患者１２から音声コマンドを受け取る音声回路も含む。患者１２
、臨床医または別のユーザが、プログラマ１４と対話して、手動で治療プログラムを選択
し、新たな治療プログラムを生成し、個々の調整または全体的な調整を通して治療プログ
ラムを変更し、かつＩＭＤ１６に新たなプログラムを送信することも可能である。
【００９５】
　いくつかの例では、ＩＭＤ１６による治療送達の制御の少なくとも一部を、プログラマ
１４のプロセッサ８０によって実施することができる。さらに、いくつかの例では、プロ
セッサ８０は、ＩＭＤ１６によって検知された生体電気脳信号と、リード２０の植え込ま
れた電極２４、２６に近接する患者１２の脳２８の組織の１つまたは複数の特性を示す生
理学的モデルとに基づいて、刺激電極の組合せを選択することができる。本明細書に記載
する例は、主に、ＩＭＤ１６によって検知される生体電気脳信号について言及しているが
、ＩＭＤ１６とは別個の検知モジュールによって検知される生体電気脳信号に基づいて電
極の組合せを選択することにも適用可能である。別個の検知モジュールを、患者１２内に
植え込むことができるが、必ずしも必要ではない。
【００９６】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、個々のニューロンまたはニューロンの小さい群
からの検知されたスパイク列等、検知された生体電気信号の時間領域特性に基づいて、１
つまたは複数の電極を選択することができる。後にさらに詳細に説明するように、いくつ
かの例では、プロセッサ８０は、刺激電極の組合せのうちの少なくとも１つに関連する種
々の検知電極の組合せによって検知された生体電気脳信号の周波数領域特性の振幅の差に
基づいて、１つまたは複数の電極を選択することができる。プロセッサ８０は、たとえば
図１２、図１３、図１５Ａ～図１５Ｃ、図１６または図１７に関して後述するアルゴリズ
ムを実装することにより、検知された生体電気脳信号の周波数領域特性の分析に基づいて
、かつ脳２８内のリード２０の配置に基づいて生成される生理学的モデルに基づいて、Ｉ
ＭＤ１６に対して刺激電極の組合せを選択することができる。場合によっては、たとえば
、それぞれの電極の組合せによって検知された複数の生体電気脳信号の周波数領域特性の
比較および生理学的モデルに基づいて、別の刺激電極の組合せが望ましいと判断した後、
プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６に対して、刺激電極の組合せを切り換えるように命令する
信号を送信することができる。
【００９７】
　ＩＭＤ１６のプロセッサ４０は、プログラマ１４からそのそれぞれの遠隔測定モジュー
ル５０（図３）を介して信号を受け取ることができる。ＩＭＤ１６のプロセッサ４０は、
プログラマ１４のプロセッサ８０からの信号に基づいて、メモリ４２から格納された治療
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プログラムを選択することにより、刺激電極の組合せを切り換えることができる。代替的
に、プログラマ１４のプロセッサ８０は、治療プログラムまたは特定の刺激電極の組合せ
を選択し、ＩＭＤ１６に信号を送信することができ、そこでは、信号は、ＩＭＤ１６によ
り、患者の運動障害を管理する刺激の効力を向上させるのに役立つように実施される、治
療パラメータ値を示す。その指示は、たとえば、ＩＭＤ１６のメモリ４２内の治療プログ
ラムに関連する英数字識別子または記号であり得る。
【００９８】
　図４に示す例では、メモリ８２は、検知電極および刺激電極の組合せ９０、生理学的モ
デルデータ９２および生体電気脳信号９４を、メモリ８２内の別個のメモリかまたはメモ
リ８２内の別個の領域に格納する。メモリ８２はまた、ユーザインタフェース８４および
遠隔測定モジュール８６を動作させる命令、および電源８８を管理する命令も含むことが
できる。メモリ８２はまた、ＩＭＤ１６によって検知される生体電気脳信号９４等、治療
の過程においてＩＭＤ１６から受け取られるあらゆる治療データも格納することができる
。臨床医は、この治療データを用いて、将来の治療を予測するために患者状態の進行を確
定することができる。メモリ８２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭまたはフラッシュメ
モリ等のあらゆる揮発性メモリまたは不揮発性メモリを含むことができる。メモリ８２は
また、メモリ更新またはメモリ容量の増大を提供するために用いることができるリムーバ
ブルメモリ部分も含むことができる。リムーバブルメモリはまた、プログラマ１４が異な
る患者によって使用される前に、機密情報を扱う患者データが除去され得るようにするこ
とも可能である。
【００９９】
　検知電極および刺激電極の組合せ９０は、検知電極の組合せおよび関連する刺激電極の
組合せを格納する。上述したように、いくつかの例では、検知電極および刺激電極の組合
せは、電極２４、２６の同じサブセットを含むことができ、または電極の異なるサブセッ
トを含むことができる。したがって、メモリ８２は、複数の電極の組合せを格納し、各検
知電極の組合せに対して、それぞれの検知電極の組合せに関連する刺激電極の組合せを特
定する情報を格納することができる。検知電極および刺激電極の組合せの間の関係を、た
とえば臨床医により、またはプロセッサ８０もしくは別のデバイス（たとえばＩＭＤ１６
）のプロセッサによって自動的に確定することができる。
【０１００】
　いくつかの例では、対応する検知電極および刺激電極の組合せは、同じ電極のうちのい
くつかまたはすべてを含むことができる。しかしながら、他の例では、対応する検知電極
および刺激電極の組合せにおける電極のうちのいくつかまたはすべてが異なっていてもよ
い。たとえば、刺激電極の組合せは、刺激治療の効力を向上させるために、対応する検知
電極の組合せより多くの電極を含むことができる。いくつかの例では、上述したように、
検知電極の組合せに関連する組織部位内のあらゆる不規則な振動または他の不規則な脳活
動を緩和するために、刺激を、刺激電極の組合せを介して、対応する検知電極の組合せに
最も近い組織部位とは異なるが、脳２８の同じ領域、たとえば視床内にある組織部位に送
達することができる。別の例では、刺激を、刺激電極の組合せを介して、対応する検知電
極の組合せに最も近い組織部位とは異なるが、同じ経路または脳回路内にある組織部位に
送達することができ、たとえば、ＩＭＤ１６は、検知電極の組合せ内に関連する組織部位
内のあらゆる異常な振動活動または他の異常な脳活動を緩和するために、ＧＰｉ内の生体
電気脳信号を検知し、脳２８のＳＴＮにおいて刺激することができる。脳回路の領域を、
ネットワークの１つの領域内の活動がネットワークの別の領域内の活動によって影響を受
けるようにする方法で、神経経路を介して互いに機能的に関連付けることができる。
【０１０１】
　メモリ８２はまた、プロセッサ８０が、検知電極の組合せからのいずれの電極が、たと
えば特定の患者を管理する刺激治療に対する標的組織部位に最も近いかを判断するために
実行することができる、アルゴリズムも格納する。図１２および図１３に関して後にさら
に詳細に説明するように、場合によっては、標的組織部位は、検知電極の組合せによって
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測定される生体電気信号に基づいて相対的なベータ帯域電力レベルが高い脳２８内の組織
部位である。しかしながら、標的組織部位を明らかにする測定の周波数帯域は、リードが
実装される脳２８の解剖学的領域（たとえば、視床、前核等）に応じて、または患者状態
に基づいて異なる可能性がある。種々の周波数帯域は、種々の患者状態に対するバイオマ
ーカであり得る。したがって、プロセッサ８０が、いずれの電極２４、２６が標的組織部
位に最も近いかを判断するためのアルゴリズムは、検知された生体電気脳信号の種々の周
波数帯域特性に依存する可能性がある。
【０１０２】
　生理学的モデルデータ９２は、プログラマ１４のプロセッサ８０が、リード２０に近接
する組織の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルを生成する際に用いる情報を格納
する。いくつかの例では、組織の特性は、植え込まれたリード２０に近接する患者１２の
脳２８内の１つまたは複数の解剖学的構造を含む。いくつかの例では、生理学的モデルデ
ータ９２は、脳２８内のリード２０の実際の位置かまたは脳２８内のリード２０のおよそ
の位置であり得る、リード２０の位置を特定するリード配置情報を格納する。リード２０
の実際の位置に関する情報は、たとえば、何らかの適切な撮像モダリティ（たとえば、Ｃ
Ｔ、ＭＲＩ、Ｘ線またはＸ線透視法）を用いて生成された医用画像、脳２８内にリード２
０を植え込むために用いられる定位座標を含むことができる。リード２０のおよその位置
を示す情報は、たとえば、臨床医が提供する定位座標または他の３Ｄ座標を含むことがで
き、それにより、座標は、脳２８内にリード２０を植え込むためには使用されていないが
、リード２０の推定された植込み位置、ＩＭＤ１６によって検知された信号の、それら信
号をもたらすものと予測される解剖学的構造との相関、または電極における刺激効果の、
それらの効果をもたらすものと予測される解剖学的構造との相関に対する基準点として提
供される。
【０１０３】
　生理学的モデルデータ９２は、植え込まれたリード２０に近接する患者組織および／ま
たは植え込まれたリード２０に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造の１つま
たは複数の特性を示す、患者の解剖学的データも格納する。いくつかの例では、患者の解
剖学的データは、患者１２の解剖学的画像、特に患者１２に基づいていない基準解剖学的
画像、解剖学図（たとえば、予測されたリード植込み位置に近接する人間の脳の少なくと
も一部を示す、コンピュータが生成した図等、非画像の概略図）、または組織導電率デー
タセットのうちの少なくとも１つを含む。患者の解剖学的データは、患者１２に特定であ
ってもよく、または２人以上の患者に対するデータ、たとえば複数の患者の解剖学的構造
および組織導電率のモデルまたは平均データを表してもよい。たとえば、いくつかの例で
は、患者の解剖学的データは、組織導電率データか、または特定の治療用途（たとえば、
図１の場合の脳深部刺激療法）に対する特定のリード２０位置に典型的な他の関連組織デ
ータを含むことができ、患者１２に対して特定であってもよいが、必ずしも特定である必
要はない。組織導電率データセットは、たとえば、患者１２の脳２８の測定の箇所または
領域における組織の導電率を示すことができる。
【０１０４】
　いくつかの例では、患者の解剖学的データはまた、特定の解剖学的構造に関連する予測
された生体電気脳信号またはバイオマーカを含むことも可能である。プロセッサ８０は、
電極が標的組織部位に配置されているか否かを、生体電気脳信号を、脳２８の特定の解剖
学的構造に関連する予測された生体電気脳信号かまたはバイオマーカと比較することによ
り、電極によって検知される生体電気信号に基づいて判断することができる。
【０１０５】
　患者の解剖学的データに加えてまたはその代りに、生理学的モデルデータ９２は、プロ
セッサ８０が生理学的モデルを生成するために実施する１つまたは複数のアルゴリズムを
格納することができる。生理学的モデルが、リード２０の植え込まれた電極２４、２６に
近接する脳２８内の組織部位を示す例では、アルゴリズムは、たとえば、リード２０の位
置を特定する情報および患者の解剖学的データに基づいて、プロセッサ８０が脳２８の１



(28) JP 2013-527784 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

つまたは複数の解剖学的構造を特定する際に用いる命令を含むことができる。たとえば、
アルゴリズムは、プロセッサ８０が、リード２０の電極２４、２６に近接する脳２８の１
つまたは複数の解剖学的構造を確定するために、リード２０の位置を脳２８の座標系と相
関させるステップを指定することができ、そこでは、脳２８の解剖学的構造は、特定の座
標に関連付けられる。
【０１０６】
　生理学的モデルデータ９２によって格納されるアルゴリズムは、さらに、プロセッサ８
０に対して、電極２４、２６に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造のグラフ
ィカル表現を表示させることができる。いくつかの例では、グラフィカル表現は、リード
２０および／または電極２４、２６の表現も含むことができる。これらの例では、メモリ
８２によって格納されるアルゴリズムは、プロセッサ８０が、リード２０の位置を特定す
る情報および患者の解剖学的データに基づいて、脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造
に近接するリード２０を位置決めする際に用いる命令を含むことができる。たとえば、ア
ルゴリズムは、プロセッサ８０が、リード２０の位置を、脳２８の１つまたは複数の解剖
学的構造に関連する座標系と相関させ、かつ解剖学的構造を含むグラフィカルユーザイン
タフェースを生成するステップを指定することができ、そこでは、グラフィカルユーザイ
ンタフェースは、ユーザインタフェース８４のディスプレイを介してユーザ（たとえば臨
床医）に提示される。
【０１０７】
　患者の解剖学的データに加えてまたはその代りに、生理学的モデルデータ９２は、治療
野モデルを生成するためにプロセッサ８０が実施する１つまたは複数のアルゴリズムを格
納することができる。上述したように、治療野モデルは、特定の刺激電極の組合せ（たと
えば、電極２４、２６のサブセット）を介して刺激の送達からもたらされる電場、活性場
、電場の電圧勾配または電流密度を示すことができる。生理学的モデルデータ９２は、電
場モデルを生成するために用いられる患者の解剖学的データを格納することができる。プ
ロセッサ８０は、患者の解剖学的データと刺激パラメータ値を定義する治療プログラムと
に基づいて、電場モデルを生成することができ、電場モデルは、電気刺激がリード２０Ａ
、２０Ｂそれぞれの電極２４、２６から組織を通って伝播する場所を表す。患者の解剖学
的データは、限定されないがＣＴ、ＭＲＩ、Ｘ線、Ｘ線透視法等、あらゆるタイプの撮像
モダリティから作成される組織導電率データセットを含むことができる。患者の解剖学的
データは、患者１２に特定であってもよく、または、２人以上の患者に対するデータ、た
とえば解剖学的構造のモデルまたは平均データおよび複数の患者の組織導電率を表しても
よい。
【０１０８】
　プロセッサ８０はまた、格納された組織導電率データセットを用いて、電気刺激がリー
ド２０Ａ、２０Ｂそれぞれの電極２４、２６から組織をいかに伝播するかに関するさらな
る詳細を提供する、電流密度または電圧勾配マップを含む治療野モデルを生成することも
可能である。
【０１０９】
　電場モデルを生成するために用いられる情報に加えてまたはその代りに、他の例では、
生理学的モデルデータ９２は、プロセッサ８０が活性場モデルを生成する際に用いる情報
を格納することができる。活性場モデルは、植え込まれたリード２０Ａ、２０Ｂそれぞれ
の電極２４、２６に近接する患者の神経組織の１つまたは複数の特性を示すニューロンモ
デルに基づいて生成される。活性場モデルは、解剖学的領域において電場によって活性化
されるニューロンを示すことができる。プロセッサ８０は、単独でまたは臨床医の助けに
より、所望のニューロンを活性化し他のニューロンの活性化を実質的に回避するように（
たとえば、解剖学的構造に関連するニューロンにより、１つまたは複数の刺激が誘発する
副作用がもたらされる可能性がある）患者１２に刺激を送達する電極を選択することによ
り、特定の患者１２および患者状態に対して刺激電極を選択することができる。
【０１１０】
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　本明細書に記載する治療システム１０の例は、検知電極および刺激電極の組合せ９０、
生理学的モデルデータ９２および生体電気脳信号９４がプログラマ１４のメモリ８０によ
って格納される例について主に言及しているが、本明細書に記載する技法、装置およびシ
ステムは、検知電極および刺激電極の組合せ９０、生理学的モデルデータ９２および／ま
たは生体電気脳信号９４を、プログラマ１４のメモリ８０によって格納することに加えて
またはその代りに、ＩＭＤ１６のメモリ４２（図２）かまたはリモートデータベース等の
別のデバイスのメモリによって格納することができる、治療システム１０の例にも適用可
能である。
【０１１１】
　プログラマ１４内の無線遠隔測定を、ＩＭＤ１６との外部プログラマ１４のＲＦ通信ま
たは近位誘導相互作用によって達成することができる。この無線通信は、遠隔測定モジュ
ール８６を使用することによって可能である。したがって、遠隔測定モジュール８６は、
ＩＭＤ１６内に含まれる遠隔測定モジュールと同様であってもよい。代替例では、プログ
ラマ１４は、赤外線通信または有線接続による直接通信が可能であり得る。このように、
他の外部デバイスが、セキュア無線通信を確立する必要なしにプログラマ１４と通信する
ことができてもよい。
【０１１２】
　電源８８は、プログラマ１４のコンポーネントに動作電力を送達する。電源８８は、動
作電力を生成するバッテリおよび発電回路を含むことができる。いくつかの例では、バッ
テリは延長動作を可能にするように充電式であってもよい。充電を、交流（ＡＣ）コンセ
ントに接続されるクレードルまたはプラグに電源８８を電気的に結合することによって達
成することができる。さらに、充電を、外部充電器とプログラマ１４内の誘導充電コイル
との間の近位誘電相互作用によって達成することができる。他の例では、従来のバッテリ
（たとえばニッケルカドミウムまたはリチウムイオン電池）を使用してもよい。さらに、
プログラマ１４を、動作させるために交流コンセントに直接結合することができる。電源
８８は、バッテリ内に残っている電力を監視する回路を含むことができる。このように、
ユーザインタフェース８４は、バッテリを交換するかまたは充電する必要がある時に現バ
ッテリレベルインジケータまたは低バッテリレベルインジケータを提供することができる
。場合によっては、電源８８は、現バッテリを用いる動作の残りの時間を推定することが
できてもよい。
【０１１３】
　図５は、刺激電極の組合せを選択する技法例を示すフローチャートである。図５に示す
技法を、図６～図１３、図１５Ａ～図１５Ｃ、図１６および図１７と同様に、プログラマ
１４のプロセッサ８０のみ、プログラマ１４のプロセッサ４０のみ、またはプロセッサ４
０、８０の組合せによって実施されるように述べている。他の例では、プロセッサ４０、
８０のうちの一方、別のデバイスのプロセッサまたはプロセッサのあらゆる組合せが、図
５～図１３、図１５Ａ～図１５Ｃ、図１６および図１７に示す技法を実施することができ
る。
【０１１４】
　図５に示す技法では、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６または別の検知装置（たとえば、
マイクロ電極記録装置等の外部検知装置）によって、１つまたは複数の選択された検知電
極の組合せを用いて検知される少なくとも１つの生体電気脳信号（たとえば、それぞれの
検知電極の組合せによって検知される複数の生体電気脳信号）を受け取る（１００）。検
知電極の組合せは、電極２４、２６（図２）のそれぞれのサブセットと、いくつかの例で
はたとえばＩＭＤ１６の外側ハウジング上の別の電極とを含む。いくつかの例では、ＩＭ
Ｄ１６の検知モジュール４６は、単極構成で生体電気脳信号を検知し、そこでは、検知モ
ジュール４６は、リード２０Ａまたは２０Ｂに配置された第１の電極と、第１の電極から
比較的離れて位置決めされる基準電極（たとえば、ＩＭＤ１６の外側ハウジング上の電極
）により生体電気脳信号を検知する。単極構成に加えてまたはその代りに、検知モジュー
ル４６は、たとえば、リード２０Ａ、２０Ｂの２つ以上の電極２４、２６により、双極構
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成で生体電気脳信号を検知する。ＩＭＤ１６のプロセッサ４０は、１つまたは複数の検知
された脳信号（たとえば、生信号、パラメータ化された信号、または生生体電気脳信号に
基づいて確定された他のデータ）を、それぞれの遠隔測定モジュール５０、８６を介して
プログラマ１４のプロセッサ８０に送信する。
【０１１５】
　プロセッサ８０は、脳２８内のリード２０（または電極２４、２６）の配置に基づいて
生理学的モデルを生成する（１０２）。いくつかの例では、プロセッサ８０は、プログラ
マ１４のメモリ８２によって格納された生理学的モデルデータ９２に基づいて生理学的モ
デルを生成する。プロセッサ８０が生理学的モデルを生成するために実装することができ
る技法例を、図６および図７を参照して説明する。他の例では、生理学的モデルはすでに
生成されていてもよく、プロセッサ８０は、たとえば、プログラマ１４のメモリ８２、Ｉ
ＭＤ１６のメモリ４２または別のデバイスのメモリ（たとえば、プログラマ１４またはＩ
ＭＤ１６から遠隔に位置する、１つまたは複数の生理学的モデルを格納するデータベース
）であり得る、治療システム１０のメモリの生理学的モデルをアクセスしてもよい。生理
学的モデルを、プロセッサ８０によって（たとえば、プロセッサ８０が刺激電極の組合せ
を選択する期間に先立つ期間中に）生成することができ、それをメモリに格納することが
でき、または異なるコンピューティングデバイスによって生成し、それをメモリに格納す
ることができる。プロセッサ８０は、患者１２に関連する生理学的モデル、患者状態、脳
１２内の電極２４、２６の植込み部位または他の何らかの適切な要素等を選択する等の何
らかの適切な技法を用いて、メモリから生理学的モデルを選択することができる。いくつ
かの例では、プロセッサ８０は、ユーザインタフェース８４を介して受け取られる、ユー
ザからの入力に基づいて生理学的モデルを選択する。
【０１１６】
　生理学的モデルを生成（または評価）した後、プロセッサ８０は、検知された生体電気
脳信号のうちの１つまたは複数と生理学的モデルとに基づいて、刺激電極の組合せを選択
する（１０４）。図８を参照して後にさらに詳細に説明するように、いくつかの例では、
プロセッサ８０は、検知された生体電気脳信号のうちの１つまたは複数に基づいて刺激電
極の組合せを選択し、その後、生理学的モデルに基づいて刺激電極の組合せ選択を確認す
る。
【０１１７】
　他の例では、図９を参照して後述するように、プロセッサ８０は、生理学的モデルに基
づいて刺激電極の組合せを選択し、その後、刺激電極の組合せの電極を介して検知された
生体電気脳信号に基づいて刺激電極の組合せの選択を確認する。さらに、他の例では、図
１０を参照して後述するように、プロセッサ８０は、生理学的モデルを生成しユーザイン
タフェース８４を介して表示し、生理学的モデルに基づいて刺激電極の組合せを選択する
ユーザ入力を受け取り、検知された生体電気脳信号のうちの１つまたは複数に基づいて刺
激電極の組合せの選択を確認する。
【０１１８】
　図６は、プログラマ１４のプロセッサ８０（またはＩＭＤ１６等、別のデバイスのプロ
セッサ）が、植え込まれたリード２０に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造
を示す生理学的モデルを生成するために実施することができる技法例を示すフローチャー
トである。プロセッサ８０は、たとえばＩＭＤ１６のメモリ８２によって格納された生理
学的モデルデータ９２に基づいて、リード配置情報を確定する（１０６）。リード配置情
報は、患者１２の脳２８内の植え込まれたリード２０の実際の位置かまたは脳２８内のリ
ード２０のおよその位置を示すことができる。
【０１１９】
　図６に示す例では、プロセッサ８０は、患者の脳２８内のリード２０の電極２４、２６
の配置を確定する。たとえば、プロセッサ８０は、脳２８内にリード２０を植え込むため
に用いられる定位座標を確定し、または脳２８に関連する座標系に対する電極２４、２６
の３Ｄ座標を示す入力を、ユーザインタフェース８４を介して臨床医から受け取ることが
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できる。座標系を、任意に脳２８に割り当てることができ、または１人もしくは複数人の
臨床医が使用する規約に基づかせることができる。臨床医が提供する座標は、脳２８内に
リード２０を植え込むために用いられる座標でなくてもよく、代りに、電極２４、２６の
推定された位置であり得る。
【０１２０】
　別の例として、プロセッサ８０は、植え込まれた電極２４、２６の患者特定医用画像と
、電極２４、２６が植え込まれる患者１２の脳２８の領域とに基づき、リード２０のおよ
びリード２０が保持する電極２４、２６の位置を特定することができる。プロセッサ８０
は、たとえば、植え込まれた電極２４、２６に座標を割り当てることができ、それにより
、座標は、患者１２の脳２８に関連する座標系に基づく。上述したように、脳２８の１つ
または複数の解剖学的構造の位置を、座標系に関連する座標によって指示することも可能
である。このように、植え込まれた電極２４、２６の座標は、脳２８の１つまたは複数の
解剖学的構造に対する電極２４、２６の位置を示すことができる。
【０１２１】
　プロセッサ８０は、リード配置情報によって指示されるリード２０の位置を、メモリ８
２によって格納された患者の解剖学的データに相関させる（１０８）。たとえば、プロセ
ッサ８０は、メモリ８２によって格納された患者の解剖学的データを参照し、リード２０
（たとえば電極２４、２６）の転位座標かまたは３Ｄ座標（たとえば臨床医が入力した）
の別の組を、患者の解剖学的データにマッピングすることができる。患者の解剖学的デー
タは、たとえば、患者１２の脳２８の医用画像、患者１２以外の患者の脳の画像、患者１
２に特に基づいていない基準医用画像、患者１２に特定ではない解剖学図、または患者１
２の脳２８の解剖学的構造の位置を示す別のデータセットであり得る。プロセッサ８０が
、植え込まれた電極２４、２６および脳２８の医用画像に基づいてリード配置情報を確定
する例では、医用画像は、リード位置を患者の解剖学的データに相関させることができる
。
【０１２２】
　リード２０の位置を患者の解剖学的データに相関させた（１０８）後、プロセッサ８０
は、植え込まれたリード２０の電極２４、２６に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖
学的構造を確定する（１１０）。たとえば、リード２０の定位座標または他の座標を医用
画像または別のデータセットにマッピングした後、プロセッサ８０は、医用画像または他
のデータセット内の電極２４、２６に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を
特定することができる。プロセッサ８０が、植え込まれた電極２４、２６および脳２８の
医用画像に基づいてリード配置情報を確定する例では、プロセッサ８０は、医用画像を参
照して、電極２４、２６に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を確定するこ
とができる。たとえば、プロセッサ８０は、テンプレートマッチングを利用して、医用画
像内の、電極２４、２６に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を特定するこ
とができる。テンプレートは、たとえば、脳２８内の解剖学的構造のマップを提供する解
剖学図であり得る。別の例として、プロセッサ８０は、脳２８の１つまたは複数の解剖学
的構造の座標を示すデータを参照し、リード２０の座標を脳２８の１つまたは複数の解剖
学的構造の座標と比較して、植え込まれたリード２０に近接する１つまたは複数の解剖学
的構造を確定することができる。
【０１２３】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、電極２４、２６によって検知される生体電気脳
信号に基づいて、植え込まれたリード２０の電極２４、２６に近接する脳２８の１つまた
は複数の解剖学的構造を確定することができる。上述したように、いくつかの例では、プ
ログラマ１４のメモリ８２（図４）は、脳２８内の特定の解剖学的構造において検知され
ることが予測される、生体電気脳信号特性または他のバイオマーカ等、患者の解剖学的デ
ータを格納することができる。プロセッサ８０は、電極２４、２６のうちのいくつかまた
はすべてによって検知された生体電気脳信号を格納された患者の解剖学的データと比較し
て、植え込まれたリード２０の電極２４、２６に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖
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学的構造を確定することができる。
【０１２４】
　プロセッサ８０は、メモリ８２内の電極２４、２６に近接する脳２８の１つまたは複数
の解剖学的構造を格納することができる。他の例では、プロセッサ８０は、電極２４、２
６に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造のグラフィカル表現を提供するユー
ザインタフェース８４を介して、グラフィカルユーザインタフェースを表示することがで
き、いくつかの例では、電極２４、２６のグラフィカル表現も含む。プログラマ１４によ
って生成されかつ提示される表示は、臨床医が、患者１２の脳２８内の電極２４、２６の
配置を視覚化するのに役立つことができる。
【０１２５】
　いくつかの例では、生理学的モデルは、選択された刺激電極の組合せおよび特定の電極
の組合せを介して患者１２に刺激を送達することからもたらされる可能性がある治療野を
示す治療野モデルを含む。このため、いくつかの例では、プロセッサ８０は、治療野モデ
ルを生成するアルゴリズムを実施することにより生理学的モデルを生成する。電極からの
電流は、活性電極からすべての方向に伝播する。結果としての治療野は、すべての方向に
おいて所定距離内の脳２８の解剖学的領域に達する。治療野は標的解剖学的領域に達する
ことができるが、治療野はまた、非標的解剖学的領域にも提供を与え望ましくない副作用
をもたらす可能性がある。治療野モデルを生成することにより、プロセッサ８０は、治療
野が脳２８の標的解剖学的領域に達しかつ／または刺激が誘発する副作用に関連する脳２
８の解剖学的領域に影響を与えるか否かを判断することができる。
【０１２６】
　図７は、プロセッサ８０が、電極２４、２６の選択されたサブセットを介して送達され
る電気刺激が脳２８内を伝播する場所を示す、治療野モデルを含む生理学的モデルを生成
することができる技法例を示すフローチャートである。図７に示す技法では、プロセッサ
８０は、リード配置情報を確定し（１０６）、リード２０の位置を患者の解剖学的データ
に相関させる（１０８）。プロセッサ８０は、電気刺激が脳２８内の組織にいかに影響を
与えるかを定義する治療野モデル式に患者の解剖学データを入力し（１１４）、その式に
基づいて治療野モデルを生成する（１１６）。１つまたは複数の治療野モデル式を、プロ
グラマ１４のメモリ８２かまたは別のデバイス（たとえばＩＭＤ１６）のメモリに格納す
ることができる。
【０１２７】
　たとえば、治療野モデル式は、刺激パラメータ値の特定の組（たとえば、電流または電
圧振幅、電極の組合せ、周波数等）を含む、電場が元の位置（たとえば特定の電極）から
いかに伝播するかを定義する電場モデル式であり得る。電場モデル式（または他の治療野
モデル式）に入力される刺激パラメータ値を、ユーザ（たとえば臨床医）が入力すること
ができ、またはプログラマ１４もしくは別のデバイスのメモリ８２によって格納すること
ができる。電場モデル式は、患者１２に特定であるかまたは患者１２に対してカスタマイ
ズされ得る。電場モデル式の１つの変数は、プログラマ１４によって格納された患者の解
剖学的データセットに含まれる、リード２０に隣接す組織の物理的組織特性である。この
情報から、プロセッサ８０は、治療で生成される推定された電場を生成することができる
。物理的組織特性例としては、限定されないが、組織導電率または組織インピーダンス値
のうちのいずれか１つまたは複数が挙げられる。
【０１２８】
　別の例として、治療野モデル式は、プロセッサ８０が、刺激が電極２４、２６の選択さ
れたサブセットを介してかつ刺激パラメータ値の特定の組を用いて送達される時に生成さ
れる電場の電圧勾配または電流密度を確定する際に用いる、電圧勾配または電流密度モデ
ル式であり得る。たとえば、プロセッサ８０は、植え込まれた電極２４、２６に近接する
組織に対する組織導電性またはインピーダンス値を、刺激信号が組織内をいかに伝播する
かを表す数式を提供する電圧勾配または電流密度モデル式に入力することができる。いく
つかの例では、プロセッサ８０は、植え込まれた電極２４、２６に近接する組織に対する
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組織導電率またはインピーダンス値を検知するように、ＩＭＤ１６を制御する。そして、
プロセッサ８０は、組織導電率値および電圧勾配または電流密度モデル式に基づいて、電
極２４、２６を介して電気刺激送達信号によって生成された電場の電圧勾配または電流密
度を確定することができる。
【０１２９】
　別の例として、治療野モデル式は、ニューロンモデルが電場モデルにいかに適合するか
を定義する活性場モデル式であり得る。プロセッサ８０は、電場モデルおよびニューロン
モデルに基づいて活性場モデルを確定することができる。ニューロンモデルは、一組の式
、ルックアップテーブル、または電場モデル式に基づいて確定される電場によって影響を
受ける、患者の解剖学的データによって定義される解剖学的構造を構成する特定のニュー
ロンの閾値活動電位を定義する別のタイプのモデルであり得る。ニューロンモデルを、患
者１２に特定のまたは患者１２に非特定の情報に基づいて生成することができる。電場の
電圧または電流振幅が、電場内のいかなるニューロンの閾値をも超える場合、ニューロン
は活性化され、たとえば神経インパルスをもたらす。いくつかの例では、プロセッサ８０
は、電場モデル、活性場モデルおよび／または電場の電圧勾配もしくは電流密度のグラフ
ィカル表現を含む、グラフィカルユーザインタフェースを生成することができる。
【０１３０】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、プロセッサ８０が、選択された刺激パラメータ
値および電極の組合せを介して刺激を送達するようにＩＭＤ１６を制御し、治療野モデル
式を用いて治療野モデルを生成し、その後、予測された治療野値が実際に達成されている
か否かを判断するように電極を用いて検知するようにＩＭＤ１６を制御することにより、
治療野モデルを生成する際に用いる、式またはパラメータ（たとえば組織導電率値）を確
認することができる。刺激を送達した同じ電極を用いて、刺激の送達からもたらされる電
場が検知される場合、電極が信号を検知する前に刺激の送達に続き時間遅延があり得る。
【０１３１】
　電場を検知するために用いられる電極は、局所電場電位（たとえば電圧値）を検知する
ことができ、プロセッサ８０は、局所電場電位値を、治療野モデル予測が与えられると予
測される値と比較することができる。プロセッサ８０は、いくつかの例では、ＩＭＤ１６
の検知モジュール４６を制御して、単極構成でいくつかのもしくはすべての電極２４、２
６かまたは電極２４、２６の対のサブセットを用いて生体電気脳信号を検知し、必要な場
合は信号を後処理（たとえば、電力帯域または電力スペクトルを抽出）し、結果を治療モ
デル予測と比較することができる。プロセッサ８０は、たとえば、検知された生体電気脳
信号が、現電極（複数可）が、選択された電極の組合せおよび他の刺激パラメータ値に従
って刺激の送達によって活性化されていることを示すか否かを判断することができる。
【０１３２】
　予測された治療野値が達成されない場合、プロセッサ８０は、予測された治療野値が達
成されるまで、治療野モデル（組織導電率値等）のパラメータかまたは式を変更すること
ができる。いくつかの例では、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６の刺激発生器４４を制御し
て、周波数範囲内を掃引する刺激信号を送達することができ、他の非刺激送達電極におい
て周波数応答（たとえば電力スペクトル密度）を測定して、単純な導電率に加えて組織の
複雑なインピーダンス（たとえば誘導性態様または容量性態様）をもたらすことができる
。そして、これらの複雑なインピーダンスを用いて、治療野モデルのパラメータを更新す
ることができる。
【０１３３】
　電場モデル、活性場モデルおよび電圧勾配または電流密度モデル等の治療野モデルを生
成する例としての装置、システムおよび技法は、「刺激治療を構成する電場モデルおよび
活性場モデル（ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＡＮＤ　ＡＣＴＩＶＡＴＩＯＮ　ＦＩＥＬＤ　Ｍ
ＯＤＥＬＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＩＮＧ　ＳＴＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＴＨＥＲＡＰ
Ｙ）」と題し２００６年１０月３１日に出願された、Ｓｔｏｎｅらによる、本願と同一の
譲受人に譲渡された米国特許出願公開第２００７／０２０３５４６号と、「複雑な電極ア
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レイ形状を有する刺激リードの断面図とのプログラミングインタフェース（ＰＲＯＧＲＡ
ＭＭＩＮＧ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＣＲＯＳＳ－ＳＥＣＴＩＯＮＡＬ　Ｖ
ＩＥＷ　ＯＦ　Ａ　ＳＴＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＬＥＡＤ　ＷＩＴＨ　ＣＯＭＰＬＥＸ　Ｅ
ＬＥＣＴＲＯＤＥ　ＡＲＲＡＹ　ＧＥＯＭＥＴＲＹ）」と題する２００６年１０月３１日
に出願された、Ｇｏｅｔｚらによる、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出願公開
第２００７／０２０３５４１号とに記載されている。
【０１３４】
　Ｇｏｅｔｚらによる米国特許出願公開第２００７／０２０３５４１号に記載されている
技法によれば、プログラマ１４は、リード２０の電極を表示するとともに、ユーザが個々
の電極を選択して、刺激電極の組合せを形成し電極の組合せを介して送達される刺激に対
するパラメータを指定することを可能にする、ユーザインタフェースを提示することがで
きる。米国特許出願公開第２００７／０２０３５４１号はまた、種々の治療野モデルを表
示するとともに、１つまたは複数の刺激パラメータ値を調整するために治療野を操作する
（たとえば、電場または活性場等の治療野を、サイズ、方向および形状に関して操作する
）ユーザ入力を受け取るように構成されている、プログラミング方法およびシステムも記
載している。Ｇｏｅｔｚらによる米国特許出願公開第２００７／０２０３５４１号に記載
されているいくつかのシステムおよび技法によれば、電極の組合せを選択した後、臨床医
は、刺激信号の振幅または周波数等、１つまたは複数の他の刺激パラメータ値を選択しま
たは他の方法で調整するために、プログラマ１４によって提示される治療野のグラフィカ
ル表現と対話することができる。
【０１３５】
　図８は、１つまたは複数の検知された生体電気脳信号と、植え込まれた電極２４、２６
に近接する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を示す生理学的モデルとに基づいて、
刺激電極の組合せを選択することができる技法例を示すフローチャートである。ＩＭＤ１
６のプロセッサ４０は、検知モジュール４６を制御して、電極の１つまたは複数の選択さ
れた組合せを用いて１つまたは複数の生体電気脳信号を検知する（１２０）。たとえば、
スイッチモジュール４８（図３）は、プロセッサ４０の制御下で、検知モジュール４６を
電極２４、２６の第１サブセットに選択的に結合することができ、検知モジュール４６は
、電極２４、２６の第１のサブセットを介して脳２８内の第１の局所電場電位を検知する
ことができる。この電極の第１のサブセットを、第１の検知電極の組合せと呼ぶことも可
能である。プロセッサ４０は、ＩＭＤ１６のメモリ４２内に、電極２４、２６の第１のサ
ブセットを介して脳２８内の第１の局所電場電位の測定からもたらされる第１の生体電気
脳信号を格納することができる。
【０１３６】
　検知モジュール４６が複数の生体電気脳信号を検知する例では、スイッチモジュール４
８は、その後、検知モジュール４６を電極２４、２６の第２のサブセット、すなわち、少
なくとも１つの電極が第１のサブセットと異なる第２の検知電極の組合せに選択的に結合
することができる。検知モジュール４６は、電極２４、２６の第２のサブセットを介して
脳２８内の局所電場電位を検知することができる。プロセッサ４０は、ＩＭＤ１６のメモ
リ４２の生体電気脳信号６０内に、電極２４、２６の第２のサブセットを介して脳２８内
の局所電場電位の測定からもたらされる第２の生体電気脳信号を格納することができる。
プロセッサ４０は、あらゆる適切な数の検知電極の組合せを用いて、脳２８内の生体電気
脳信号を検知し続けることができる。検知電極の組合せを、ＩＭＤ１６のメモリ４２また
は別のデバイスのメモリに格納することができる。図８に示す例では、プロセッサ４０は
、ＩＭＤ１６およびプログラマ１４のそれぞれの遠隔測定モジュール５０、８６を介して
、検知された生体電気脳信号をプログラマ１４に送信する。
【０１３７】
　プログラマ１４のプロセッサ８０は、検知された生体電気脳信号の信号特性に基づいて
刺激電極の組合せを選択する（１２２）。たとえば、プロセッサ８０は、刺激電極の組合
せとして検知電極の組合せを選択することができ、または、プロセッサ８０は、図３を参
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照して上述したように、メモリ８２を参照し、いずれの刺激電極の組合せが選択された検
知電極の組合せに関連するかを判断することにより、検知電極の組合せを選択することが
できる。プロセッサ８０は、たとえば、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６が、所定の信号
特性（たとえば電位または周波数領域特性）を示す生体電気脳信号を検知した際に用いた
検知電極の組合せに関連する刺激電極の組合せを選択することができる。
【０１３８】
　例として、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６が、平均、中間、ピー
クまたは最低振幅が所定閾値を超えるかまたは所定閾値未満である生体電気脳信号を検知
した際に用いた検知電極の組合せに関連する、刺激電極の組合せを選択することができる
。閾値を、プログラマ１４のメモリ８２かまたはＩＭＤ１６等の別のデバイスのメモリに
格納することができる。別の例として、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６の検知モジュール
４６が、プログラマ１４によって格納されたテンプレートに実質的に相関する（たとえば
、１００％の一致は必要でない可能性があるが、約７５％から約１００％の一致等、閾値
パーセンテージ内であり得る）パターン（たとえば時間領域パターン）を有する生体電気
脳信号を検知した際に用いた検知電極の組合せに関連する、刺激電極の組合せを選択する
ことができる。他の例では、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６が、特
定の時間枠内に特定の数のスパイクがある生体電気脳信号を検知した際に用いた検知電極
の組合せに関連する、刺激電極の組合せを選択することができる。さらに、他の例では、
プロセッサ８０は、変動が所定閾値変動に一致するかまたは実質的に一致する（たとえば
、約１％から約２５％等、閾値パーセンテージ内にある）生体電気脳信号が検知された１
つまたは複数の検知電極に基づいて、刺激電極の組合せを選択することができる。
【０１３９】
　別の例として、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６が、周波数領域特
性が所定閾値を超えるかまたは所定閾値未満である生体電気脳信号か、またはテンプレー
トに実質的に一致する信号を検知した際に用いた検知電極の組合せに関連する、刺激電極
の組合せを選択することができる。テンプレートを事前に確定し、プログラマ１４のメモ
リ８２かまたはＩＭＤ１６等の別のデバイスのメモリに格納することができる。
【０１４０】
　プロセッサ８０が、それぞれの検知電極の組合せを介して検知された複数の生体電気脳
信号に基づいて刺激電極の組合せを選択する例では、プロセッサ８０は、検知された信号
の各々の信号特性（たとえば、時間領域特性または周波数領域特性）の値に基づいて検知
電極の組合せのうちの１つを選択することができる。たとえば、プロセッサ８０は、複数
の検知された生体電気脳信号に基づいて周波数領域特性の複数の相対値を確定し、複数の
検知電極の組合せの相対値を比較し、相対値に基づいて、標的組織部位の最も近くに位置
する１つまたは複数の検知電極を確定することができる。それぞれの検知電極の組合せを
介して検知された複数の生体電気脳信号に基づいて刺激電極の組合せを選択する技法につ
いて、図１２、図１３、図１５Ａ～図１５Ｃ、図１６および図１７を参照して後述する。
生体信号の周波数領域特性は、たとえば、生体信号の１つまたは複数の周波数帯域内の電
力レベル（またはエネルギー）、２つ以上の周波数帯域における電力レベルの比、２つ以
上の周波数帯域の間の電力の変化の相関、経時的な１つまたは複数の周波数帯域の電力レ
ベルのパターン等を含むことができる。
【０１４１】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、標的組織部位に最も近い１つまたは複数の検知
電極に関連する刺激電極の組合せを選択する。これを、運動障害の患者によっては、他の
検知された生体電気脳信号に比較して相対的なベータ帯域電力レベルが最も高い生体電気
信号によって示すことができる。他の例では、プロセッサ４０は、特定の周波数帯域にお
ける電力レベルが閾値を超える生体電気脳信号によって示されるように、標的組織部位に
最も近い検知電極の組合せに関連する刺激電極の組合せを選択することができ、それを、
プログラマ１４のメモリ８２またはＩＭＤ１６等の別のデバイスのメモリに格納すること
ができる。
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【０１４２】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、いずれの個々の電極が、標的組織部位、たとえ
ば相対的なベータ帯域電力レベルが最も高い生体電気信号を示す脳２８の領域に最も近い
かを判断するために、プログラマ１４のメモリ８２によって格納されたアルゴリズムを実
施する。そして、プロセッサ８０は、脳２８に対して最も有効な刺激治療を提供するため
に、いずれの検知電極が標的組織部位の最も近くに位置しているかを判断することに基づ
いて、刺激電極の組合せを選択することができる。いくつかの例では、プログラマ１４の
メモリ８２は、プロセッサ４０に対し、複数の検知電極の組合せのそれぞれ１つによって
検知される複数の生体電気信号に対して相対的なベータ帯域電力レベルを評価させ、いず
れの検知電極の組合せが、相対的なベータ帯域電力レベルが最も高い標的組織部位に最も
近いかを判断させる命令を含む、アルゴリズムを格納する。そして、プロセッサ８０は、
相対的なベータ帯域電力レベルが最も高い生体電気信号に関連する検知電極の組合せに基
づいて、刺激電極の組合せを選択することができる。
【０１４３】
　１つまたは複数の検知された生体電気脳信号の信号特性に基づいて刺激電極の組合せを
選択した（１２２）後、プログラマ１４のプロセッサ８０は、生理学的モデルに基づいて
刺激電極の組合せの選択を確認する（１２４）。プロセッサ８０によって生成される生理
学的モデルは、患者１２の脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造に対する、刺激電極の
組合せの電極２４、２６のサブセットの位置を示す。このため、一例では、選択された刺
激電極の組合せの電極２４、２６の少なくともサブセットを、脳２８の解剖学的構造を示
す患者の解剖学的データにマッピングした後、プロセッサ８０は、生理学的モデルが、選
択された刺激電極の組合せの電極２４、２６のサブセットが脳２８内の標的組織部位に近
接していることを示すか否かを判断する。標的組織部位は、たとえば、患者状態を有効に
管理する刺激信号に対する組織部位であり得る。ＩＭＤ１６によって送達される刺激に対
する標的組織部位としての役割を果たす患者１２の脳２８の解剖学的構造を、患者状態に
基づいて選択することができる。たとえば、脳２８内の黒質等の解剖学的領域を刺激する
ことにより、患者１２が経験する振戦の回数および大きさを低減することができる。運動
障害の治療に対する他の標的解剖学的領域は、視床下核、淡蒼球内節、中間腹側および不
確帯を含むことができる。
【０１４４】
　プロセッサ８０は、生理学的モデルが、選択された刺激電極の組合せの電極２４、２６
のサブセットが、いずれかの適切な技法を用いて脳２８内の標的組織部位に近接している
ことを示すか否かを判断することができる。一例では、プロセッサ８０は、選択された刺
激電極の組合せの電極２４、２６と、脳２８内の標的組織部位との間の距離を近似し、そ
れを、プログラマ１４のメモリ８２によって格納しかつ／または臨床医が入力することが
できる。別の例では、プロセッサ８０は、単に、選択された刺激電極の組合せの電極２４
、２６のサブセットが、脳２８内の標的組織部位に直接隣接しているか否か、または電極
２４、２６のサブセットが、別の解剖学的構造によって標的組織部位から分離されている
か否かを判断する。他の技法も考えられる。
【０１４５】
　上述したように、患者の解剖学的データは、患者１２の解剖学的画像、患者１２に特定
でない基準解剖学的画像、または解剖学図を含むことができる。このため、いくつかの例
では、プロセッサ８０は、単に、選択された刺激電極の組合せの電極の位置が標的組織部
位のおよその領域にあることを確認する。患者１２の解剖学的画像に基づいて生理学的モ
デルが生成される例では、プロセッサ８０は、選択された刺激電極の組合せの電極が標的
組織部位に刺激を送達するように位置決めされていることをより正確に確定することがで
きる。
【０１４６】
　生理学的モデルが治療野モデルを示す例では、プロセッサ８０は、標的組織部位に対す
る治療野の位置および／または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に基づいて、刺
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激電極の組合せの選択を確認することができる。プロセッサ８０は、選択された刺激電極
の組合せに基づいて治療野モデルを生成することができる。たとえば、プロセッサ８０は
、選択された刺激電極の組合せと他の刺激パラメータ値（たとえば、刺激信号周波数、振
幅等）の所定の組を介して刺激が送達される時にもたらされる電場または活性場を確定す
ることができる。
【０１４７】
　治療野のサイズ、位置および他の特性を確定した後、プロセッサ８０は、治療野が脳２
８内の生理学的に重要な位置とオーバラップしているか否かを判断することができる。生
理学的に重要な位置は、たとえば、標的組織部位かまたは刺激が誘発する副作用に関連す
る組織部位であり得る。治療野が標的組織部位にオーバラップする（たとえば、重なるか
または他の方法で同じ領域に配置される）ことは、標的組織部位に刺激を送達するために
、選択された刺激電極の組合せが有用であることを示すことができる。このため、プロセ
ッサ８０は、選択された刺激電極の組合せを介して刺激送達からもたらされる治療野モデ
ルが標的組織部位とオーバラップすると判断した場合、選択された刺激電極の組合せを確
認することができる（１２４）。
【０１４８】
　一方、プロセッサ８０は、選択された刺激電極の組合せを介して刺激送達からもたらさ
れる治療野が、標的組織部位と実質的にオーバラップしないと判断した場合、選択された
刺激電極の組合せを確認することができず、生理学的モデルが、選択された刺激電極の組
合せが効力のある刺激治療を提供することができないことを示す指示を生成することがで
きる。指示を、プログラマ１４のユーザインタフェース８４または別のデバイスを介して
ユーザに提示することができ、または指示は、プロセッサ８０によってプログラマ１４の
メモリ８２に格納されかつ選択された刺激電極の組合せに関連する、信号、フラグまたは
値であり得る。
【０１４９】
　脳２８内の生理学的に重要な位置は、刺激が誘発する副作用に関連する脳２８の１つま
たは複数の解剖学的構造を含むことも可能である。すなわち、脳２８内の領域を、その領
域に対する刺激送達により、患者１２によって知覚されるかまたは他の方法で患者１２に
影響を与える１つまたは複数の刺激が誘発する副作用がもたらされる場合、生理学的に重
要であるとみなすことができる。いくつかの例では、臨床医は、刺激が誘発する副作用に
関連する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を特定する入力を提供する。他の例では
、プロセッサ８０は、プログラマのメモリ８２または別のデバイス（たとえばリモートデ
ータベース）のメモリによって格納することができるデータベースにアクセスすることに
より、刺激が誘発する副作用に関連する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を確定し
、データベースは、こうした解剖学的構造を特定し、それを患者状態に関連付けることが
できる。解剖学的構造を、患者の解剖学的モデルまたは解剖学図内において特定すること
ができる。
【０１５０】
　したがって、いくつかの例では、選択された刺激電極の組合せを介して刺激送達からも
たらされる治療野が標的組織部位にオーバラップするか否かを判断することに加えてまた
はその代りに、プロセッサ８０は、治療野が、刺激が誘発する副作用に関連する組織部位
とオーバラップするか否かを判断することができる。プロセッサ８０は、選択された刺激
電極の組合せを介して刺激送達からもたらされる治療野が、刺激が誘発する副作用に関連
する組織部位と実質的にオーバラップしないと判断した場合、選択された刺激電極の組合
せを確認することができる（１２４）。
【０１５１】
　一方、プロセッサ８０は、選択された刺激電極の組合せを介して刺激送達からもたらさ
れる治療野が、刺激が誘発する副作用に関連する組織部位とオーバラップすると判断した
場合、選択された刺激電極の組合せを確認することができず、生理学的モデルが、１つま
たは複数の刺激が誘発する副作用をもたらす可能性があることを示す指示を生成すること
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ができる。指示を、プログラマ１４または別のデバイスのユーザインタフェース８４を介
してユーザに提示することができ、または指示は、プロセッサ８０によってプログラマ１
４のメモリ８２に格納されかつ選択された刺激電極の組合せに関連する、信号、フラグま
たは値であり得る。
【０１５２】
　ＤＢＳは、いくつかの神経学的疾患の症状を十分に低減することができるが、刺激によ
って同様に望ましくない副作用がもたらされる可能性がある。副作用としては、筋収縮、
認知障害、視覚障害、気分変動、失禁、刺痛、平衡感覚の喪失、麻痺、不明瞭言語、記憶
喪失および他の多くの神経学的問題を挙げることができる。副作用は、穏やかなものから
激しいものまであり得るが、大部分の副作用は、刺激が停止すると可逆である。ＤＢＳは
、標的解剖学的領域の近くの解剖学的領域に電気刺激を不注意で提供することにより、１
つまたは複数の副作用をもたらす可能性がある。この理由で、特定の刺激電極の組合せが
、１つまたは複数の副作用を発生する可能性がある刺激を送達するように位置決めされて
いるか否かを自動的に評価するプロセッサ８０を含むプログラマ１４は、患者１２に対し
て効果的な刺激治療をプログラムするために有用であり得る。
【０１５３】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、選択された刺激電極の組合せに近接する１つま
たは複数の解剖学的構造と治療野モデルとの両方に基づいて、刺激電極の組合せの選択を
確認するが、生理学的モデルから確認された１つのタイプの情報のみを用いて、刺激電極
の選択を確認することができる。
【０１５４】
　図８に示す技法の他の例では、臨床医は、生理学的モデルを提示するグラフィカルユー
ザインタフェースを利用して、生理学的モデルに基づいて、選択された電極の組合せを確
認する。プロセッサ８０は、植え込まれた電極２４、２６に近接する患者１２の脳２８の
解剖学的構造および少なくとも選択された電極の組合せの電極をともに表示することがで
きる。いくつかの例では、臨床医は、患者１２の脳２８の解剖学的構造および選択された
電極の組合せの電極のグラフィカル表示に基づいて、選択された電極の組合せの電極が、
標的組織部位に近接しているかまたは刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に近接し
ているかを判断することができる。
【０１５５】
　他の例では、プロセッサ８０はまた、選択された刺激電極の組合せの電極に加えてまた
はその代りに、ユーザインタフェース８４のディスプレイを介して治療野のグラフィカル
表現（たとえば図１８に関して示す）を表示することも可能である。臨床医は、治療野の
グラフィカル表示に基づいて、選択された電極の組合せに従って刺激の送達からもたらさ
れる治療野が、標的組織部位または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位とオーバラ
ップするか否かを判断することができる。これらの例では、プロセッサ８０は、治療野に
加えて脳２８の解剖学的構造を表示する場合も表示しない場合もある。プロセッサ８０が
、組織導電率データ等の患者の解剖学的データに基づいて治療野モデルを生成するため、
グラフィカル表示治療野のみは、臨床医が、選択された刺激電極の組合せを介して送達さ
れる治療が周囲の組織にいかに影響を与える可能性があるかを視覚化するために有用であ
り得る。
【０１５６】
　選択された刺激電極の組合せが有用であるか否かを判断した後、臨床医は、選択された
電極を確認する入力か、または、選択された電極の組合せがＩＭＤ１６の治療パラメータ
としてプログラムされるべきではないことを示す入力を（たとえば、プログラマ１４のユ
ーザインタフェース８４の１つまたは複数の入力機構を介して）提供することができる。
したがって、いくつかの例では、プロセッサ８０は、生理学的モデルに基づいて、まず生
理学的モデルを表示し、その後、刺激電極の組合せの選択を確認するかまたは拒否するユ
ーザ入力を受け取ることにより、選択された刺激電極の組合せを確認することができる。
【０１５７】
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　図８に示す技法に従って刺激電極の組合せを選択した後、臨床医は、単独で、またはプ
ログラマ１４等のコンピューティングデバイスを利用して、患者１２に効果的な治療を提
供する他の刺激パラメータ値を選択することができる。これらの他の刺激パラメータ値と
しては、たとえば、刺激信号の周波数および振幅、ならびに刺激パルスの場合は、刺激信
号のデューティサイクルおよびパルス幅を挙げることができる。
【０１５８】
　図９は、生体電気脳信号と、植え込まれた電極２４、２６に近接する１つまたは複数の
解剖学的構造を示す生理学的モデルとに基づいて刺激電極を選択する、別の技法例を示す
フローチャートである。図９に示す例では、プログラマ１４のプロセッサ８０は、生理学
的モデルを生成し、生理学的モデルに基づいて電極の組合せを選択する（１２６）。いく
つかの例では、プロセッサ８０は、生理学的モデルが、脳２８内の標的組織部位に近接し
ており、かつ／または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に近接していないものと
して示す１つまたは複数の電極を選択する。たとえば、生理学的モデルを生成するために
、プロセッサ８０は、リード２０の電極２４、２６を脳２８の配置を示す患者の解剖学的
データにマッピングし、脳２８内の標的組織部位に近接する電極を刺激電極として選択す
ることができる。プロセッサ８０がメモリの先に生成された生理学的モデルにアクセスす
る例では、プロセッサ８０はまた、リード２０の電極２４、２６を、脳２８の配置を示す
患者の解剖学的データにマッピングし、脳２８内の標的組織部位に近接する電極を刺激電
極として選択することも可能である。標的組織部位に対する電極の近接性が、確実な治療
の効力を示すことができる。
【０１５９】
　プロセッサ８０は、あらゆる適切な技法を用いて、脳２８内の標的組織部位に近接する
電極２４、２６を確定することができる。一例では、プロセッサ８０は、各電極２４、２
６と脳２８内の標的組織部位との間の距離を近似し、その距離を閾値と比較する。プロセ
ッサ８０は、標的組織部位からの距離が閾値未満である１つまたは複数の電極を選択する
ことができる。
【０１６０】
　電極と解剖学的標的との間の距離を確定する装置、システムおよび技法の例は、「植込
み後撮像を用いる電気刺激電極の特徴付け（ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＩＺＡＴＩＯＮ　ＯＦ　
ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＳＴＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＤＥＳ　ＵＳＩＮＧ　
ＰＯＳＴ－ＩＭＰＬＡＮＴ　ＩＭＡＧＩＮＧ）」と題し、２００９年８月６日に公開され
た、Ｇｏｅｔｚらによる米国特許出願公開第２００９／０１９６４７１号に記載されてい
る。プロセッサ８０は、脳２８内の標的組織部位に近接する電極２４、２６を確定するた
めに、Ｇｏｅｔｚらによる米国特許出願公開第２００９／０１９６４７１号に記載されて
いる技法のうちのいずれかを実施することができる。たとえば、プロセッサ８０は、電極
２４、２６および標的組織部位の解剖学的画像の画像解析を実行して、解剖学的標的に対
する電極の位置決めを確定することができる。たとえば、プロセッサ８０は、植込み後の
リード画像にｘ軸およびｙ軸座標原点を割り当て（たとえば、原点は、画像の左下角であ
り得る）、画像の画素を解析して電極および標的組織部位を特定し、画素から距離の寸法
尺度を確立して、電極と標的組織部位との実際の相対的な位置決めを確定することができ
る。いくつかの例では、種々の次元において標的組織部位に対する電極の位置決めを確認
するために、種々の透視図から複数の画像を得ることができる。
【０１６１】
　標的組織部位と刺激が誘発する副作用に関連する組織部位とを特定する情報を、プログ
ラマ１４のメモリ８２（または別のデバイスのメモリ）に、たとえば、患者の解剖学的デ
ータ内の組織部位の形状およびサイズに対応するそれぞれのテンプレートとして格納する
ことができる。別の例として、プロセッサ８０は、プロセッサ８０によって表示された脳
２８のグラフィカル表現内において、標的組織部位または刺激が誘発する副作用に関連す
る組織部位を特定する入力を、ユーザから受け取ることができる。上述したように、脳２
８のグラフィカル表現は、特定の患者１２の脳２８の画像、脳２８の患者非特定画像、ま
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たは脳２８の非画像グラフィカル表現（たとえば図面）であり得る。
【０１６２】
　別の例では、複数の所定の電極の組合せが、プログラマ１４のメモリ８２によって格納
される。プロセッサ８０は、標的組織部位に近接する所定の電極の組合せのうちの１つま
たは複数を、刺激電極の組合せとして選択することができる。たとえば、リード２０の電
極２４、２６を、脳２８の配置を示す患者の解剖学的データにマッピングする生理学的モ
デルを生成した後、プロセッサ８０は、生理学的モデルに基づいて、所定の電極の組合せ
の各電極と標的組織部位との間の距離を確定することができる。そして、プロセッサ８０
は、標的組織部位に最も近い電極を有する所定の電極の組合せ（たとえば、電極と標的組
織部位との間の平均距離または中央距離に基づく）か、または標的組織部位の閾値距離内
の電極の最大数を選択することができる。閾値距離は、たとえば、臨床医が確定し、プロ
グラマのメモリ８２または別のデバイスのメモリによって格納された値であり得る。
【０１６３】
　別の例では、プロセッサ８０は、治療野モデルを含む生理学的モデルに基づいて刺激電
極の組合せを選択する。たとえば、プロセッサ８０は、標的組織部位と実質的にオーバラ
ップし、かつ／または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位を実質的に回避する治療
野をもたらす、電極の組合せを選択することができる。いくつかの例では、プロセッサ８
０は、最初に１つの電極の組合せを選択し、選択された電極の組合せに基づいて治療野モ
デルを確定し、治療野が標的組織部位とオーバラップし（たとえば部分的にまたは完全に
）、かつ／または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位とオーバラップしない場合に
、電極の組合せを選択する。初期の電極の組合せが基準の一方または両方を満足させない
場合、プロセッサ８０は、別の電極の組合せを選択し、基準の一方または両方を満足させ
る電極の組合せが確定されるまで、選択された電極の組合せを介して治療の送達からもた
らされる治療野を比較することができる。
【０１６４】
　複数の電極の組合せを、プログラマ１４（または別のデバイス）のメモリ８２に格納す
ることができ、プロセッサ８０は、満足のいく電極の組合せが確定されるまで電極の組合
せの各々に基づいて治療野モデルを生成することができる。他の例では、電極の組合せは
事前に確定されておらず、刺激電極選択プロセス中に、たとえば電極の組合せを選択する
アルゴリズムを用いて、プロセッサ８０によって確定される。電極の組合せを生成するあ
らゆる適切なアルゴリズムを使用することができる。
【０１６５】
　例として、プロセッサ８０は、２００７年７月３日に発行された、「遺伝的アルゴリズ
ムを用いる神経刺激パラメータ構成の選択（ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＮＥＵＲＯＳＴ
ＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＡＭＥＴＥＲ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＳ　ＵＳＩＮＧ
　ＧＥＮＥＴＩＣ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭＳ）」と題する、Ｇｏｅｔｚらに対する本願と同
一の譲受人に譲渡された米国特許第７，２３９，９２６号に記載されているもののような
遺伝的アルゴリズムに基づく技法を実施することができる。Ｇｏｅｔｚらに対する米国特
許第７，２３９，９２６号に記載されている一例では、遺伝的アルゴリズムは、評価セッ
ション中にすでに実行された試験の結果が与えられると、効果的である可能性が最も高い
パラメータを提案することにより、刺激パラメータの選択における誘導を提供する。遺伝
的アルゴリズムは、問題に対する潜在的な解決法を、選択の母集団の個体として符号化す
る。そして、この母集団は、適応度関数に基づいて判定される。そして、最良の治療プロ
グラムが保持され、それらの特性に基づいて新たな世代が作成される。新たな世代は、先
の世代の最良の実行者に性質が類似する解決法から構成される。
【０１６６】
　Ｇｏｅｔｚらに対する米国特許第７，２３９，９２６号に記載されている技法に従って
、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６による治療送達に対して第１の電極の組合せ（すなわち
、治療送達に対して選択された電極および選択された電極の極性）を選択し、第１の電極
の組合せと他の刺激パラメータ値（たとえば、振幅、周波数、パルス幅等）の所定の組と
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に基づいて治療野モデルを生成し、第１の電極の組合せによる治療送達に基づく治療野の
サイズおよび位置の、標的組織部位および刺激が誘発する副作用に関連する組織部位との
比較に基づいて、ＩＭＤ１６に対して第２の電極の組合せを選択することができる。遺伝
的アルゴリズムは、遺伝的アルゴリズムによって特定される種々の解決法の間の交差、ま
たは遺伝的アルゴリズムによって特定される１つまたは複数の解決法の突然変異か、また
はランダムな電極変化を提案することができる。
【０１６７】
　他の例では、プロセッサ８０は、最初に、複数の電極の組合せの治療野を比較して、標
的組織部位と最もオーバラップしかつ／または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位
と最もオーバラップしない治療野モデルに関連する電極の組合せを選択する。この場合も
また、プログラミングセッションに先立って電極の組合せを事前に確定しメモリ８２に格
納することができ、またはプロセッサ８０は、刺激電極選択プロセス中に電極の組合せを
確定することができる。
【０１６８】
　図９に示す技法の他の例では、臨床医は、プログラマ１４によって表示される生理学的
モデルのグラフィカルユーザインタフェースを利用して、電極の組合せを選択する。臨床
医は、選択された電極の組合せを示すユーザ入力を、ユーザインタフェース８４（図３）
を介して提供することができる。プロセッサ８０は、ユーザ入力を受け取り、生理学的モ
デルおよびユーザ入力に基づいて電極の組合せを選択する（１２６）。
【０１６９】
　プロセッサ８０は、植え込まれた電極２４、２６に近接する患者１２の脳２８の少なく
とも一部と、少なくとも選択された電極の組合せの電極との両方のグラフィカル表現を表
示することができる。脳２８の少なくとも一部のグラフィカル表現は、患者の解剖学的画
像、患者非特定の基準解剖学的画像または解剖学図のうちの少なくとも１つであり得る。
いくつかの例では、臨床医は、患者１２の脳２８および植え込まれた電極２４、２６のグ
ラフィカル表示に基づいて、いずれの電極が、標的組織部位に近接しているかまたは刺激
が誘発する副作用に関連する組織部位に近接しているかを判断することができる。そして
、臨床医は、標的組織部位に近接しているかまたは副作用に関連する組織部位に近接して
いると視覚的に判断される電極を選択することができる。
【０１７０】
　他の例では、プロセッサ８０は、自動的にまたはユーザ入力を利用して、１つまたは複
数の電極２４、２６を選択し、１つまたは複数の選択された電極と他の刺激パラメータ値
の所定の組を介して刺激の送達からもたらされる治療野を示す治療野モデルのグラフィカ
ル表現（たとえば図１８に関して示す）を、ユーザインタフェース８４のディスプレイを
介して表示することができる。治療野モデルを、電極２４、２６を表示する代りにまたは
それに加えて表示することができる。臨床医は、患者１２の脳２８のグラフィカル表示お
よび治療野モデルに基づいて、選択された電極の組合せに従って刺激の送達からもたらさ
れる治療野が、標的組織部位または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位と実質的に
オーバラップするか否かを判断することができる。
【０１７１】
　選択された電極の組合せに従って刺激の送達からもたらされる治療野が、標的組織部位
と実質的にオーバラップし、刺激が誘発する副作用に関連する組織部位と実質的にオーバ
ラップしない場合、臨床医は、後にさらに詳細に説明するように、プロセッサ８０が、電
極の組合せを選択し、電極の組合せによって検知される生体電気脳信号に基づいて電極の
組合せを確認するべきであることを示す入力を、ユーザインタフェース８４を介して提供
することができる。一方、選択された電極の組合せに従って刺激の送達からもたらされる
治療野が、標的組織部位と実質的にオーバラップしないか、または刺激が誘発する副作用
に関連する組織部位と実質的にオーバラップする場合、臨床医は、プロセッサ８０がその
電極の組合せを選択するべきでないことを示す入力を、ユーザインタフェース８４を介し
て提供することができる。
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【０１７２】
　いくつかの例では、臨床医はまた、たとえばリード２０の別の１つまたは複数の電極２
４、２６を選択することにより、または治療野モデルのグラフィカル表示と対話して、表
示された治療野のサイズ、位置または他の治療野特性を調整することにより、別の電極の
組合せを選択するユーザ入力を提供することも可能である。そして、プロセッサ８０は、
ＩＭＤ１６によって送達される刺激によって調整された治療野がもたらされる電極の組合
せを自動的に選択することができる。臨床医が、別の電極の組合せを選択するために表示
された治療野のサイズ、位置または他の治療野特性を調整することができる、プログラマ
１４によって提示されるグラフィカルユーザインタフェース例については、図１８に関し
て後述する。
【０１７３】
　プログラマ１４のプロセッサ８０は、選択された電極の組合せを介してＩＭＤによって
検知される生体電気脳信号を受け取る（１２８）。いくつかの例では、プロセッサ８０は
、生体電気脳信号の検知を開始する。たとえば、プログラマ１４のプロセッサ８０は、そ
れぞれの遠隔測定モジュール８６、５０を介してＩＭＤ１６にメッセージを送信すること
ができ、そこでは、メッセージは、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０が、選択された電極の組
合せを介して生体電気脳信号を検知するように検知モジュール４６を制御することを要求
する。そして、プロセッサ４０は、それぞれの遠隔測定モジュール５０、８６を介して、
プログラマ１４のプロセッサ８０に生体電気脳信号（またはその信号に基づくデータ）を
送信することができる。ＩＭＤ１６のプロセッサ４０が生理学的モデルに基づいて電極の
組合せを選択する例等の他の例では、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０は、選択された電極の
組合せを介して生体電気脳信号を検知するように検知モジュール４６を自動的に（たとえ
ば、プログラマ１４によるいかなる制御とも独立して）制御することができる。選択され
た電極の組合せを介してＩＭＤ１６によって生体電気脳信号の検知を制御する他の技法が
考えられる。
【０１７４】
　さらに、他の例では、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０は、電極２４、２６の種々の組合せ
を用いて複数の生体電気信号を検知するように検知モジュール４６を制御し、検知された
生体電気信号のすべてをプログラマ１４に送信し、プログラマ１４は、それらの信号をメ
モリ８２に格納する。プログラマ１４のプロセッサ８０は、選択された電極の組合せを介
して検知された生体電極脳信号を、メモリ８２から検索することができる。
【０１７５】
　プロセッサ８０は、検知された生体電気脳信号に基づいて電極の組合せの選択を確認す
る（１３０）。図１０は、プロセッサ８０が検知された生体電気脳信号を利用して、生理
学的モデルに基づいて選択された電極の組合せを確認することができる技法例である。生
理学的モデルに基づいて電極の組合せを選択し（１２６）、検知された電極の組合せを介
して検知された生体電気脳信号を受け取った（１２８）後、プロセッサ８０は、生体電気
脳信号が標的組織部位を示すバイオメーカを含むか否かを判断する（１３２）。バイオメ
ーカは、たとえば、生体電気脳信号のセクションの平均、中央、ピークまたは最低の振幅
、または検知された生体電気脳信号の周波数領域特性（たとえば、特定の周波数帯域内の
電力レベルまたは２つの周波数帯域内の電力レベルの比）等、信号特性であり得る。脳２
８の種々の領域は、種々の電位を示すことができ、それにより、脳２８の種々の領域にお
いて電極によって検知される生体電気脳信号により、種々の信号特性を有する生体電気脳
信号がもたらされる可能性がある。これらの種々の信号特性は、標的組織部位に対するバ
イオマーカである。このように、生体電気脳信号の信号特性を用いて、選択された電極の
組合せの電極が、標的組織部位かまたは刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に近接
しているか否かを判断することができる。プログラマ１４のメモリ８２または別のデバイ
スのメモリが、信号特性を格納することができる。
【０１７６】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、検知された生体電気脳信号の特性を、プログラ
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マ１４のメモリ８２かまたは別のデバイスのメモリによって格納された所定閾値またはテ
ンプレートを比較する。プログラマ１４のメモリ８２によって格納された所定閾値または
テンプレートを、臨床医またはプロセッサ８０により、バイオマーカ、たとえば、脳２８
内の標的組織部位内で検知される信号の特性を表すように選択することができる。プロセ
ッサ８０は、検知された生体電気脳信号に基づいて、電極の組合せの選択を確認する（１
３０）。たとえば、プロセッサ８０は、検知された生体電気脳信号が標的組織部位に対す
るバイオマーカを示すと判断した場合（１３２）、電極の組合せの選択を確認する（１３
４）。
【０１７７】
　そして、プロセッサ８０は、その電極の組合せを、ＩＭＤ１６による治療送達に対して
有用な刺激電極の組合せとしてメモリ８２に格納するか、または選択された電極の組合せ
を治療プログラムの一部として格納するためにＩＭＤ１６に送信することができる。一方
、プロセッサ８０は、検知された生体電気脳信号が標的組織部位に対するバイオマーカを
示さないと判断した場合（１３２）、その電極の組合せの選択を確認することができない
。実際には、プロセッサ８０は、自動的に、生理学的モデルに基づいて別の電極の組合せ
を選択することができるか、または臨床医に対して別の電極の組合せを選択するように促
すことができる（１２６）。
【０１７８】
　図１０の他の例では、１つまたは複数の刺激が誘発する副作用に関連する組織部位を示
すバイオマーカを用いて、標的組織部位を示すバイオマーカの代りにまたはそれに加えて
、検知された生体電気脳信号に基づいて、選択された電極の組合せを確認することができ
る。これらの例では、プロセッサ８０は、生体電気脳信号に基づいて、選択された電極の
組合せが、刺激が誘発する副作用に関連する脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造に近
接しているか否かを判断する。これは、たとえば、患者１２が経験する副作用と、患者の
運動障害（または他の患者状態）の症状が緩和される程度との平衡をとる電極の組合せを
選択するために有用であり得る。
【０１７９】
　上述したように、特定の電極の組合せを用いて検知された生体電気脳信号は、電極の組
合せの電極が、脳２８の特定の組織部位（たとえば、治療送達のために標的組織部位また
は１つまたは複数の刺激が誘発する副作用に関連する組織部位）内に配置されているか否
かを示すことができる。したがって、生体電気脳信号の１つまたは複数の特性は、刺激電
極の組合せを選択するために有用であり得る。例として、図８に関して説明したように、
刺激電極の組合せを、刺激電極の組合せに関連する検知電極の組合せを介して検知される
生体電気脳信号に基づいて選択することができる。さらに、図９および図１０に関して上
述したように、選択された電極の組合せを、選択された電極の組合せを介して検知された
生体電気脳信号に基づいて、有用な刺激電極の組合せとして確認することができる。
【０１８０】
　特定の患者状態に対して、１つまたは複数の特定の周波数帯域が、他の周波数帯域より
、患者１２に刺激治療を提供するために有用な標的組織位部位を明らかにする可能性があ
る。ＩＭＤ１６のプロセッサ４０（図２に示す）、プログラマ１４のプロセッサ８０（図
３に示す）または別のデバイスのプロセッサが、明らかになる周波数帯域において生体電
気脳信号のスペクトル解析を実行することができる。生体電気信号のスペクトル解析は、
ある範囲の周波数にわたって各所与の周波数帯域内の各生体電気信号の電力レベルを示す
ことができる。本明細書では、主にベータ周波数帯域について言及しているが、他の例で
は、プロセッサ４０またはプロセッサ８０は、ベータ帯域以外の１つまたは複数の周波数
帯域内の電力レベルに基づいて刺激電極の組合せを選択することができる。
【０１８１】
　たとえば、プロセッサ４０またはプロセッサ８０は、種々の電極によって検知される生
体電気信号におけるベータ帯域以外の周波数帯域の電力レベルを比較して、電極の組合せ
に対し電力レベルの相対値を確定することができる。そして、プロセッサ４０またはプロ
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ことができる。いくつかの例では、ベータ帯域は、約１０Ｈｚから約３０Ｈｚまたは１３
Ｈｚから約３０Ｈｚ等、約１０Ｈｚから約３５Ｈｚの周波数範囲を含む。
【０１８２】
　種々の周波数帯域が脳２８内の種々の活動に関連している。脳２８内からの生体電気脳
信号のいくつかの周波数帯域成分は、他の周波数成分より、特定の患者状態および特定の
患者状態に関連する異常な脳の活動を明らかにする可能性がある。周波数帯域の一例を表
１に示す。
【０１８３】
【表１】

 
【０１８４】
　表１に示す周波数帯域に対する周波数範囲は単に例である。周波数範囲は、他の例では
異なってもよい。たとえば、表２に、周波数帯域に対する周波数範囲の別の例を示す。
【０１８５】
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【表２】

 
【０１８６】
　一例では、臨床医は、患者１２に特定である情報に基づくかまたは２人以上の患者１２
から収集されたデータに基づき刺激電極の組合せを選択するために、生体電気脳信号の周
波数帯域を選択することができる。患者状態を管理するために刺激に対して標的組織部位
を特定するために有用な周波数帯域は、特定の患者１２に対して特定であるか、または同
様の状態の患者群に対して一般的であり得る。いくつかの例では、臨床医は、医用撮像技
法を利用して、患者状態の症状が観察された時に脳２８のいずれの部分が異常な活動を示
すかを特定することができる。たとえば、臨床医は、脳磁図（ＭＥＧ）、ポジトロン断層
法（ＰＥＴ）または機能的磁気共鳴画像法（ｆＭＲＩ）等の撮像装置を利用して、所定の
患者症状（たとえば、運動開始困難）が観察された場合に最大の検出可能な変化を示す、
関連する脳２８の領域を特定することができる。他の例では、臨床医は、たとえば同様の
患者状態である被験者に関する過去の知識または過去の研究に基づいて、患者状態に関連
することが知られている標的組織部位を選択することができる。後述する例では、生体電
気脳信号に基づいて刺激電極の組合せを選択する技法を説明する例としてベータ帯域を用
いる。しかしながら、後述する技法は、他の周波数帯域に適用可能である。
【０１８７】
　運動緩慢等の患者１２のいくつかの運動障害症状は、患者１２の脳２８の特定の構造内
のベータ周波数帯域活動の異常な同期に関連する可能性がある。したがって、患者によっ
ては、最も高い相対的なベータ帯域活動を示す脳２８内の位置を特定することにより、電
気刺激が患者の運動障害に関連するベータ周波数帯域活動の異常な同期を比較的有効に抑
制することができる位置を示すことができる。最も高い相対的なベータ帯域活動を示す脳
２８内の位置は、患者の運動障害を管理する電気刺激に対する適当な刺激標的である、脳
２８内の位置を示すことができる。
【０１８８】
　比較的高いベータ帯域エネルギーのレベルを示すこの刺激標的に対して刺激を向ける結
果として、ＩＭＤ１６が効果的な刺激治療を提供するために送達することができる刺激の
強度が、刺激標的からさらに遠いかまたは刺激標的に機能的にそれほど関連しない可能性
がある他の標的部位に対して、効果的な刺激治療を提供するために必要であり得る刺激の
強度より低くなり得る。刺激の強度は、刺激信号の電流または電圧振幅、刺激信号の周波
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数、ならびに信号がパルスを含む場合は刺激信号のパルス幅および／またはパルス形状に
関連し得る。
【０１８９】
　いくつかの例では、脳２８内の相対的なベータ帯域（または他の選択された周波数帯域
）活動が最も高い組織部位に最も近い検知電極群が、刺激治療がその群の電極を介して送
達される場合に、患者１２に対して最良の相対的効力を提供することができる。電極群は
、１つの電極または２つ以上の電極（たとえば、２つ、３つ、４つまたはそれより多くの
電極）を含むことができ、リング電極かまたは１つもしくは複数の分割電極もしくは部分
リング電極を含むことができる。このように、いくつかの例では、刺激電極の組合せは、
ＩＭＤ１６が、相対的に高いベータ帯域電力を有する生体電気脳信号を検知した電極に基
づいて選択される。いくつかの例では、患者の運動障害に関連するベータ周波数帯域活動
の異常な同期を有効に抑制するために、相対的なベータ帯域電力が比較的高い生体電気脳
信号が検知された位置と実質的に同じ位置に電気刺激を送達することができる。
【０１９０】
　他の例では、刺激電極の組合せは、相対的なベータ帯域活動が最も高い組織部位に最も
近い検知電極群とは異なる電極のサブセットを含むことができる。たとえば、検知電極の
組合せは、リード２０Ａ、２０Ｂの少なくとも２つの電極２４、２６を含むことができ、
刺激電極の組合せは、リード２０Ａ、２０Ｂの単一の電極（たとえば単極刺激を提供する
ため）または３つ以上の電極を含むことができる。単極構成では、刺激を、リード２０Ａ
、２０Ｂの一方の電極とＩＭＤ１６のハウジングまたはさらに離れて位置する別の基準電
極との間に提供することができる。刺激電極の組合せの場合、２つ以上の電極が極性を共
有することが可能であり得る。したがって、場合によっては、生体電気脳信号に基づいて
選択される刺激電極の組合せは、検知電極の組合せより多くの電極を含むことができる。
刺激電極の組合せおよび関連する検知電極群が少なくとも１つの異なる電極を含む場合、
刺激電極の組合せおよび検知電極の組合せを、脳２８の異なる領域内に配置することがで
きる。領域は、オーバラップする場合もあればしない場合もある。
【０１９１】
　いくつかの例では、脳２８内の最も高い相対的なベータ帯域活動に最も近い検知電極を
、比較的効果的な刺激治療を提供することができる刺激電極の組合せにマッピングするこ
とができる。たとえば、検知電極の組合せおよび刺激電極の組合せを、脳２８の種々の領
域の間の機能的関係によって関連付けることができる。たとえば、脳２８の視床の第１の
部分内において比較的高いベータ帯域電力を有する生体電気信号を検知する検知電極群を
、第１の部分に機能的につながっている視床の第２の部分にマッピングすることができる
。この機能的関係は、電気刺激が、特定の刺激電極の組合せを介して視床の第２の部分に
送達される場合に、視床の第１の部分内のあらゆる不規則な振動または他の不規則な脳活
動も有効に抑制され得ることを示すことができる。
【０１９２】
　相対的なベータ帯域電力レベルが、記録され、解析され、互いに比較され、かつ電力レ
ベルが最も高い検知電極が、標的組織部位に最も近い検知電極として選択される１つの方
法例は、９月２１日に出願された、「刺激電極選択（ＳＴＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＥＬＥＣ
ＴＲＯＤＥ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）」と題する、Ｃａｒｌｓｏｎらによる、本願と同一の
譲受人に譲渡された米国特許出願第１２／５６３，８４５号に記載されている。この技法
は、それぞれの検知電極の組合せで検知される１つまたは複数の生体電気脳信号の周波数
領域特性に基づいて刺激電極の組合せを選択する場合に有用であり得る。しかしながら、
場合によっては、双極検知構成（たとえば、リード２０Ａ、２０Ｂの電極間の検知）を用
いて生体電気脳信号が検知される場合、記録された相対的なベータ帯域電力レベルが最も
高い検知電極の組合せは、標的組織部位に最も近くはない可能性がある。たとえば、標的
組織部位（たとえば、最も高い相対的なベータ帯域電力を示す脳２８内の部位）が２つの
電極の間に位置する場合、電極の組合せに対する相対値は、最高の相対的なベータ帯域電
力の代りに最低の相対的なベータ帯域電力を有する可能性がある。
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【０１９３】
　「刺激電極選択（ＳＴＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＤＥ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ
）」と題し２００９年１２月１９日出願された、Ｍｏｌｎａｒらによる、本願と同一の譲
受人に譲渡された米国特許出願第１２／６３９，７１７号と、「刺激電極選択（ＳＴＩＭ
ＵＬＡＴＩＯＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＤＥ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）」と題し２００９年１２月
１９日に出願された、Ｍｏｌｎａｒらによる、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許
出願第１２／６３９，６７８号とに記載されている技法により、標的組織部位が２つの検
知電極の間にある場合を含む、標的組織部位に最も近い１つまたは複数の検知電極の確定
を容易にすることができる。種々の電極（または電極の種々の組合せ）によって検知され
る生体電気脳信号の相対的なベータ帯域電力レベルを比較することにより、デバイス（た
とえばＩＭＤ１６またはプログラマ１４）のプロセッサは、相対的なベータ帯域電力レベ
ルの強度が電極に対する標的組織部位の位置を明らかにするため、標的組織部位が所定電
極により近いか否かを判断することができる。
【０１９４】
　図１１は、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０、プログラマ１４のプロセッサ８０または別の
コンピューティングデバイスが、対象となる周波数帯域を特定するように実施することが
できる技法例を示すフローチャートである。プロセッサは、後にさらに詳細に説明するよ
うに、生体電気脳信号を比較する信号特性として対象となる周波数帯域を利用し、刺激電
極の組合せを選択することができる。図１１の説明を通して、プロセッサ４０について言
及する。他の例では、プログラマ１４のプロセッサ８０または別のコンピューティングデ
バイスが、図１１に示す技法を実施してもよい。
【０１９５】
　図１１に示す例では、プロセッサ４０は、患者１２が病気の状態にあり、たとえば運動
障害または他の患者状態を管理するいかなる治療も受けていない第１の期間中、患者１２
の生体電気脳信号のスペクトログラムを生成する（１４０）。プロセッサ４０は、患者１
２が運動障害または他の患者状態を管理する治療を受けている第２の期間中、スペクトロ
グラムを生成する（１４２）。プロセッサ４０は、スペクトログラムに基づいて患者の状
態に対するバイオマーカを示す、対象となる周波数帯域を確定する（１４４）。いくつか
の例では、プロセッサ４０は、いずれの周波数帯域が、第１の期間と第２の期間との間に
比較的大きいかつ／または識別可能な変化を示したかを判断することができる。
【０１９６】
　治療システム１０は、図１２、図１３、図１５Ａ～図１５Ｃ、図１６および図１７に関
して説明する技法等、本明細書に記載の技法に従って、対象となる周波数帯域に基づいて
標的組織部位に最も近い１つの検知電極または電極の組合せを選択することができる。そ
して、選択された検知電極または電極の組合せを用いて、刺激電極の組合せを選択するこ
とができる。いくつかの例では、プロセッサ４０は、複数の格納された検知電極の組合せ
の各検知電極の組合せによって、患者１２の脳２８内の生体電気脳信号を検知することが
できる。
【０１９７】
　プログラマ１４のプロセッサ８０は、対象となる周波数帯域において相対的な電力レベ
ルが最も大きい１つまたは複数の検知された生体電気脳信号に関連する検知電極の組合せ
に基づいて、刺激電極の組合せを選択する。他の例では、プログラマのプロセッサ８０は
、対象となる周波数帯域における相対的な電力レベルが最も低い検知された生体電気脳信
号に関連する検知電極の組合せに基づいて、刺激電極の組合せを選択することができる。
いくつかの例では、種々の検知電極の組合せおよび関連するベータ帯域電力レベルを、プ
ログラマ１４等のデバイスのディスプレイを介して、臨床医等のユーザに提示することが
できる。
【０１９８】
　図１２～図１５Ｃ、図１６および図１７は、生体電気脳信号に基づいて、標的組織部位
に最も近い１つまたは複数の検知電極の組合せを選択する技法例を示すフローチャートで
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ある。いくつかの例では、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０またはプログラマ１４のプロセッ
サ８０は、図１２～図１５Ｃに関して説明する技法を用いて標的組織部位に最も近い生体
電気信号を検知した１つまたは複数の検知電極を選択した後、１つまたは複数の検知電極
に基づいて１つまたは複数の刺激電極を確定することができる。たとえば、プロセッサ４
０または８０は、それぞれのメモリ４２、８２内の検知電極に関連する１つまたは複数の
刺激電極を確定することができる。別の例では、プロセッサ４０または８０は、刺激電極
として１つまたは複数の検知電極を選択する。生体電気脳信号に基づいて１つまたは複数
の刺激電極を確定した後、プロセッサ４０または８０は、たとえば図８に関して説明した
ように、生理学的モデルに基づいて１つまたは複数の検知電極の選択を確認することがで
きる。
【０１９９】
　生体電気脳信号に基づいて刺激電極の組合せを選択するために、他の技法を用いること
も可能である。たとえば、Ｍｏｌｎａｒらによる米国特許出願第１２／６３９，７１７号
および同第１２／６３９，６７８号に記載されている技法のいずれかを、生体電気脳信号
に基づいて患者１２に効果的な治療を送達する刺激電極の組合せを選択するために、ＩＭ
Ｄ１６のプロセッサ４０、プログラマ１４のプロセッサ８０または別のデバイスのプロセ
ッサによって実施することができる。さらに、他のタイプのバイオマーカを用いて、検知
電極の組合せが標的組織部位に近接して位置決めされている電極を含むか否かを示すこと
ができる。
【０２００】
　図１２および図１３は、生体電気脳信号に基づいて標的組織部位に最も近い検知電極の
組合せを選択する技法例を示すフローチャートである。標的組織部位は、特定の周波数帯
域において相対的な電力レベルが最も高い生体電気信号を示すか、または別の所定周波数
領域特性を示す（たとえば、相対的な電力レベルが最も低い）、患者１２の脳２８内の組
織部位であり得る。上述したように、運動障害に関して、高い相対的なベータ帯域電力レ
ベルを、脳２８内の異常な振動または活動に関連付けることができる。標的組織部位に最
も近い検知電極の選択により、患者１２に刺激治療を提供するのに最も有効な刺激電極の
組合せの選択を容易にすることができる。
【０２０１】
　プロセッサ４０は、電極２４、２６からの１つまたは複数の電極を含む複数の検知電極
の組合せにより、患者１２の脳において生体電気信号を検知するように、ＩＭＤ１６の検
知モジュール４６を制御する。いくつかの例では、プロセッサ４０は、単極電極構成を用
いて生体電気信号を検知するように検知モジュール４６を制御し、そこでは、検知モジュ
ール４６は、１つまたは複数の個々の電極２４、２６の各々とＩＭＤ１６のハウジング（
たとえば、ＩＭＤ１６の外側ハウジングに結合されるかまたはそれによって画定されるハ
ウジング電極）または別の基準との間の生体電気信号を検知する。単極構成での検知は、
生体電気脳信号を検知するには有用であり得るが、リード２０Ａ、２０Ｂの一方の電極と
ＩＭＤ１６のハウジングまたは別の基準との間の検知により、検知された脳信号に雑音が
もたらされ、場合によっては、検知された生体電気脳信号を歪ませる可能性がある。
【０２０２】
　たとえば、患者１２の脳２８内の生体電気信号の単極検知により、リード２０の電極２
４、２６間の双極検知に比較して、相対的に大量の患者１２の電気的心臓活動または患者
１２もしくは患者１２の外部の他の電気的活動を検知することができる。したがって、他
の例では、プロセッサ４０は、双極電極構成で生体電気信号を検知するように検知モジュ
ール４６を制御し、その場合、検知モジュール４６は、電極２４、２６の対の間、たとえ
ば電極２４Ａおよび２４Ｂの間、電極２４Ａおよび２４Ｄの間等の生体電気信号を検知す
る。リード６２の電極６６、６８、７０および７２によって画定される構成等、他の電極
構成を有する単極検知構成および双極検知構成もまた用いることができる。
【０２０３】
　図１２は、単極検知構成を用いる場合の検知電極群を選択する概略的な技法を示すフロ
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ーチャートである。例として、プロセッサ４０は、単極構成の電極２４の各々を用いて生
体電気信号を検知するように、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６（図２）を制御すること
ができる。たとえば、プロセッサ４０は、電極２４ＡとＩＭＤ１６のハウジング（たとえ
ば、ＩＭＤ１６の導電性外側ハウジングかまたは導電性もしくは非導電性外側ハウジング
に結合された電極）との間の第１の生体電気信号と、電極２４ＢとＩＭＤ１６のハウジン
グとの間の第２の生体電気信号と、電極２４ＣとＩＭＤ１６のハウジングとの間の第３の
生体電気信号と、電極２４ＤとＩＭＤ１６のハウジングとの間の第４の生体電気信号とを
検知するように、検知モジュール４６を制御することができる。
【０２０４】
　プロセッサ４０は、各検知電極からの各生体電気脳信号に対して相対的なベータ帯域電
力レベルを確定する（１４６）。たとえば、プロセッサ４０は、第１の生体電気信号、第
２の生体電気信号、第３の生体電気信号および第４の生体電気信号の各々に対して相対的
なベータ帯域電力レベルを確定することができる。プロセッサ４０は、相対的なベータ帯
域電力が最も高い生体電気信号を検知した１つまたは複数の検知電極を、標的組織部位に
最も近い検知電極として選択する（１４８）。いくつかの例では、プロセッサ４０は、標
的組織部位に最も近い検知電極を選択することに基づいて、刺激電極の組合せまたは治療
プログラムを選択する。いくつかの例では、刺激電極の組合せは、標的組織部位に最も近
い検知電極のいくつかまたはすべてを含むことができる。他の例では、刺激電極の組合せ
は、標的組織部位に最も近い検知電極とは異なる電極を含むことができる。
【０２０５】
　図１３は、双極検知構成をシミュレートするために、選択された周波数帯域における相
対的な電力レベルの相対値に基づいて検知電極群を選択する技法例を示すフローチャート
である。図１３に示す技法の例では、プロセッサ４０は、単極構成の電極２４の各々によ
って生体電気信号を検知するように、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６を制御する。たと
えば、プロセッサ４０は、電極２４Ａおよび基準電極（たとえばハウジング電極）により
第１の生体電気信号を検知し、電極２４Ｂおよび基準電極により第２の生体電気信号を検
知し、電極２４Ｃおよび基準電極により第３の生体電気信号を検知し、電極２４Ｄおよび
基準電極により第４の生体電気信号を検知するように、検知モジュールを制御することが
できる。
【０２０６】
　電極２４によって生体電気脳信号を検知した後、プロセッサ４０は、第１の生体電気信
号、第２の生体電気信号、第３の生体電気信号および第４の生体電気信号の各組合せに対
して、相対的なベータ帯域電力レベルの相対値を確定する（１５０）。たとえば、プロセ
ッサ４０は、第１の生体電気信号および第２の生体電気信号の相対的なベータ帯域電力レ
ベルの絶対差を確定することにより第１の相対値を確定し、第１の生体電気信号および第
３の生体電気信号の相対的なベータ帯域電力レベルの絶対差を確定することにより第２の
相対値を確定し、第１の生体電気信号および第４の生体電気信号の相対的なベータ帯域電
力レベルの絶対差を確定することにより第３の相対値を確定し、第２の生体電気信号およ
び第３の生体電気信号の相対的なベータ帯域電力レベルの絶対差を確定することにより第
４の相対値を確定し、第２の生体電気信号および第４の生体電気信号の相対的なベータ帯
域電力レベルの絶対差を確定することにより第５の相対値を確定し、第３の生体電気信号
および第４の生体電気信号の相対的なベータ帯域電力レベルの絶対差を確定することによ
り第６の相対値を確定する。
【０２０７】
　確定された相対値の各々は、それぞれの電極によって検知された信号に対して相対的な
ベータ帯域電力レベルの差を示す。したがって、相対値は、検知された生体電気脳信号に
関連する電極の間で、すなわち双極電極形態で検知される生体電気信号の相対的なベータ
帯域電力レベルを示す。たとえば、第１の生体電気信号および第２の生体電気信号に基づ
いて確定された相対値は、電極２４Ａ、２４Ｂの間で検知される生体電気信号の相対的な
ベータ帯域電力レベルを示す（たとえばそれに実質的に等しい）。結果として、種々の電
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極を介して検知される生体電気脳信号の相対的なベータ帯域電力レベルの相対値を確定す
る技法を、双極検知、および双極検知形態を介して検知された生体電気信号のベータ帯域
電力レベルの確定に対する代用物として用いることができる。単極構成で検知される生体
電気脳信号の相対的なベータ帯域電力レベルの相対値を利用する、本明細書に記載する例
では、多極（たとえば双極）構成で、電極間で検知される生体電気信号の相対的なベータ
帯域電力レベルを代りに用いて、同じ刺激電極の組合せの選択に達することができる。
【０２０８】
　第１の生体電気信号、第２の生体電気信号、第３の生体電気信号および第４の生体電気
信号の各組合せに対して相対的なベータ帯域電力レベルの相対値を確定した（１５０）後
、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０またはプログラマ１４のプロセッサ８０は、それぞれのメ
モリ４２、８２にアクセスして、そこに格納されているアルゴリズムを実行して、相対的
なベータ帯域電力レベルに対する相対値に基づいて標的組織部位に最も近い１つまたは複
数の検知電極を確定し選択する（１５２）。図１５Ａ～図１５Ｃに、アルゴリズム例を記
載する。いくつかの例では、プロセッサ４０は、標的組織部位に最も近いと判断された検
知電極の対に基づいて、刺激電極の組合せまたは治療プログラムを選択する。いくつかの
例では、刺激電極の組合せは、標的組織部位に最も近い検知電極のいくつかまたはすべて
を含むことができる。他の例では、刺激電極の組合せは、標的組織部位に最も近い検知電
極とは異なる電極を含むことができる。
【０２０９】
　検知された生体電気脳信号に基づいて標的組織部位に最も近い１つまたは複数の検知電
極を選択する、本明細書に記載のシステムおよび技法は、いかなる数および構成の電極を
備えた医療リードにも適用可能であり得る。図１４は、０の番号が付されたリード１５４
の最も遠位の電極１５６からｎ－１の番号が付されたリード１５４の最も近位の電極１５
８との間に数ｎの電極があるリード１５４の例を示す。図１５Ａ～図１５Ｃのフローチャ
ートに関して、検知電極の組合せを、０からｎ－１の番号が付された電極を含む、図１４
に示す電極番号方式を用いて識別する。たとえば、リード１５４上の電極の最も遠位の対
の電極の組合せはＥ１０と呼ばれ、リード１５４上の第２の最も遠位の電極の対の間の電
極の組合せはＥ２１と呼ばれ、リード１５４上の最も遠位の電極と最も近位の電極との間
の電極の組合せはＥ（ｎ－１）０と呼ばれ、以下同様である。
【０２１０】
　図１５Ａ～図１５Ｃは、脳２８内の標的組織部位に最も近いリード１５４（図１４）の
１つまたは複数の検知電極を選択する技法例を示す。上述したように、標的組織部位は、
相対的に高いベータ帯域エネルギーを示す組織部位か、または別の所定の周波数帯域特性
を示す脳２８内の組織部位であり得る。標的組織部位は、たとえば、治療送達（たとえば
刺激または薬剤送達）が、患者状態の症状を緩和するために患者１２に効果的な治療を提
供する組織部位であり得る。ＩＭＤ１６のプロセッサ４０、プログラマ１４のプロセッサ
８０または別のデバイスのプロセッサが、図１５Ａ～図１５Ｃに示すアルゴリズムを実施
することができる。説明を容易にするために、図１５Ａ～図１５Ｃを、プロセッサ８０に
関して説明する。しかしながら、図１５Ａ～図１５Ｃに示す技法を、ＩＭＤ１６のプロセ
ッサ４０等、異なるプロセッサによって実行することができる。
【０２１１】
　相対的なベータ帯域電力レベルを、検知された信号のベータ帯域における電力の、検知
された信号の総電力に対する比とすることができ、脳２８の種々の領域に位置する検知電
極によって検知される生体電気信号を正規化するために、ベータ帯域電力の代りに用いる
ことができる。２つの電極（すなわち、電極の組合せの電極）の間の相対的なベータ帯域
電力レベルの相対値を、単極構成の電極の組合せにおける２つの電極の各々によって検知
される相対的なベータ帯域電力レベルの間の振幅の差の大きさとして定義することができ
る。たとえば、電極の組合せ２４Ａ～２４Ｂに対する相対的なベータ帯域電力レベルの相
対値を、電極２４Ａおよび基準電極によって検知される相対的なベータ帯域電力レベルの
振幅と、電極２４Ｂおよび基準電極によって検知される相対的なベータ帯域電力レベルの
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振幅との差の大きさとして定義することができる。
【０２１２】
　全体として、図１５Ａ～図１５Ｃに示す技法は、最も遠位の電極かまたは最も近位の電
極のいずれか、すなわち電極０かまたはｎ－１（図１４に示す）のいずれかに、これら２
つの電極の間の相対的なベータ帯域電力レベルの相対値が最も高いか否かを判断すること
によって、標的組織部位が最も近いか否かを判断することを含む。この相対値が最も高い
場合、標的組織部位は、最も遠位の電極または最も近位の電極のいずれかに最も近い。こ
の相対値が最も高くない場合、本技法は、最も遠位の電極と最も近位の電極との間の相対
的なベータ帯域電力レベルの相対値が最も低いか否かを判断することにより、標的組織部
位がリードの中央の電極に最も近いか否かを判断することを含む。この相対値が最も低い
場合、標的組織部位は、１つまたは複数の中央電極に最も近い。この値が最も高くも最も
低くもない場合、本技法は、隣接する電極のいずれの対が相対的なベータ帯域電力レベル
の最も高い相対値を検知したかを判断することと、標的組織部位が隣接する電極のこの対
のうちの一方に最も近いと判断することとを含む。
【０２１３】
　図１５Ａに示すように、プロセッサ８００は、各隣接する電極の組合せ、すなわちＥ１
０、Ｅ２１、Ｅ３２等によって検知される各生体電気信号に対し、かつ最も近位の電極お
よび最も遠位の電極を含む電極の組合せ、すなわちＥ（ｎ－１）０に対し、相対的なベー
タ帯域電力レベルを確定する（１６０）。次に、プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｎ
－１）０が最も高い相対値を有するか否かを判断する（１６２）。プロセッサ８０は、電
極の組合せＥ（ｎ－１）０が最も高い相対値を有すると判断した場合、説明を容易にする
ために「部分Ａ」と呼ぶ検知電極選択アルゴリズムの一部を実行し（１６４）、それにつ
いては図１５Ｂに関して説明する。
【０２１４】
　一方、プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｎ－１）０が最も高い相対値を有していな
いと判断した場合、代りに、電極の組合せＥ（ｎ－１）０が最も低い相対値を有するか否
かを判断する（１６６）。プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｎ－１）０が最も低い相
対値を有していると判断した場合、説明を容易にするために「部分Ｂ」と呼ぶ検知電極選
択アルゴリズムの一部を実行し、それについては図１５Ｃに関して説明する（１６８）。
【０２１５】
　プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｎ－１）０が最も高い相対値も最も低い相対値も
有していないと判断した場合、いずれの電極の組合せが最も高い相対値を有しているかを
判断する。最も高い相対値を有する電極の組合せを、電極の組合せＥｉ（ｉ－１）と呼ぶ
（１７０）。次に、プロセッサ８０は、最も高い相対値を有する電極の組合せに近接する
電極の組合せ、すなわち電極の組合せＥ（ｉ－１）（ｉ－２）が、最も高い相対値を有す
る電極の組合せの遠位の電極の組合せ、すなわち電極の組合せＥ（ｉ＋１）ｉより高い相
対値を有するか否かを判断する（１７２）。
【０２１６】
　プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｉ－１）（ｉ－２）が電極の組合せＥ（ｉ＋１）
ｉより高い相対値を有すると判断した場合、標的組織部位に最も近い電極として、最も高
い相対値を有する電極の組合せの近位電極、すなわちＥ（ｉ－１）を選択する（１７４）
。プロセッサ８０は、Ｅ（ｉ－１）が標的組織部位に最も近い電極であるという判断に基
づいて刺激電極の組合せを選択することができる。いくつかの例では、プロセッサ８０は
、Ｅ（ｉ－１）が標的組織部位に最も近い電極であるという判断に基づいて、電極Ｅ（ｉ
－１）を含む刺激電極の組合せを選択する。
【０２１７】
　一方、プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｉ－１）（ｉ－２）が電極の組合せＥ（ｉ
＋１）ｉより高い相対値を有していないと判断した場合、電極の組合せＥ（ｉ－１）（ｉ
－２）が電極の組合せＥ（ｉ＋１）ｉの相対値と実質的に等しい相対値を有するか否かを
判断する（１７６）。プロセッサ８０は、電極の組合せ（Ｅｉ－１）（ｉ－２）が電極の
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組合せＥ（ｉ＋１）ｉの相対値と等しい相対値を有すると判断した場合、標的組織部位が
電極ＥｉおよびＥ（ｉ－１）の中間点の最も近くに位置していると判断し、標的組織部位
に最も近い電極として電極ＥｉおよびＥ（ｉ－１）を選択する（１７９）。プロセッサ８
０は、ＥｉおよびＥ（ｉ－１）が標的組織部位に最も近い電極であるという判断に基づき
刺激電極の組合せを選択することができる。いくつかの例では、プロセッサ８０は、Ｅｉ
およびＥ（ｉ－１）が標的組織部位に最も近い電極であるという判断に基づいて、電極Ｅ
ｉおよびＥ（ｉ－１）を含む刺激電極の組合せを選択する。
【０２１８】
　プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｉ－１）（ｉ－２）が、電極の組合せＥ（ｉ＋１
）ｉの相対値に等しい相対値を有していないと判断した場合、標的組織に近い電極として
、最も高い相対値を有する電極の組合せの遠位電極、すなわち電極Ｅｉを選択する（１８
０）。
【０２１９】
　図１５Ｂは、上述したように、プロセッサ８０が、電極の組合せＥ（ｎ－１）０が最も
高い相対値を有すると判断した時に実施する、検知電極選択アルゴリズムの部分Ａを示す
（１６４）。プロセッサ８０は、隣接する電極の最も遠位の対、すなわち電極の組合せＥ
１０が、隣接する電極の２番目に遠位の対、すなわち電極の組合せＥ２１より高い相対値
を有しているか否かと、電極の組合せＥ２１が、隣接する電極の３番目に遠位の対、すな
わち電極の組合せＥ３２より高い相対値を有しているかと、電極の組合せＥ３２が、隣接
する電極の４番目に遠位の対、すなわち電極の組合せＥ４３より高い相対値を有している
か否か等を、電極の組合せＥ（ｎ－２）（ｎ－３）が電極の組合せＥ（ｎ－１）（ｎ－２
）より高い相対値を有しているか否かを判断するまで判断する（１８２）。プロセッサ８
０は、電極の組合せＥ（ｎ－２）（ｎ－３）が電極の組合せＥ（ｎ－１）（ｎ－２）より
高い相対値を有していると判断するまで、電極の組合せＥ１０が電極の組合せＥ２１より
高い相対値を有し、電極の組合せＥ２１が電極の組合せＥ３２より高い相対値を有し、電
極の組合せＥ３２が電極の組合せＥ４３より高い相対値を有している等と判断した場合、
標的組織部位に最も近い電極として最も遠位の電極Ｅ０を選択する（１８４）。
【０２２０】
　一方、プロセッサ８０は、これらの基準が満たされていないと判断した場合、隣接する
電極の最も遠位の対、すなわち電極の組合せＥ１０が、隣接する電極の２番目に遠位の対
、すなわち電極の組合せＥ２１より低い相対値を有しているか否かと、電極の組合せＥ２
１が隣接する電極の３番目に遠位の対、すなわち電極の組合せＥ３２より低い相対値を有
しているか否かと、電極の組合せＥ３２が、隣接する電極の４番目に遠位の対、すなわち
電極の組合せＥ４３より低い相対値を有しているか否か等を、電極の組合せＥ（ｎ－２）
（ｎ－３）が電極の組合せＥ（ｎ－１）（ｎ－２）より低い総対地を有しているか否かを
判断するまで判断する（１８６）。プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｎ－２）（ｎ－
３）が電極の組合せＥ（ｎ－１）（ｎ－２）より低い相対値を有していると判断するまで
、電極の組合せＥ１０が電極の組合せＥ２１より低い相対値を有し、電極の組合せＥ２１
が電極の組合せＥ３２より低い相対値を有し、電極の組合せＥ４３が電極の組合せＥ３２
より低い相対値を有している等と判断した場合、標的組織部位に最も近い電極として、最
も近位の電極Ｅ（ｎ－１）を選択する（１８８）。
【０２２１】
　プロセッサ８０は、これらの基準が満たされていないと判断した場合、電極の最も遠位
の対Ｅ１０が、電極の最も近位の対Ｅ（ｎ－１）（ｎ－２）より低い相対値を有している
か否かを判断する（１９０）。プロセッサ８０は、電極の組合せＥ１０が電極の組合せＥ
（ｎ－１）（ｎ－２）より低い相対値を有していると判断した場合、標的組織部位が、最
も遠位の電極の対Ｅ１０の中間点に最も近いと判断し（１９２）、標的組織部位に最も近
い電極として電極Ｅ１およびＥ０を選択する（１９３）。プロセッサ８０は、電極の組合
せＥ１０が電極の組合せＥ（ｎ－１）（ｎ－２）より低い相対値を有していないと判断し
た場合、電極の組合せＥ１０が電極の組合せＥ（ｎ－１）（ｎ－２）より高い相対値を有
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していると判断し、標的組織部位が、最も近位の電極の対Ｅ（ｎ－１）（ｎ－２）の中間
点に最も近いと判断する（１９６）。そして、プロセッサ８０は、標的組織部位に最も近
いものとして電極Ｅ（ｎ－１）およびＥ（ｎ－２）を選択する（１９７）。
【０２２２】
　図１５Ｂは、上述したように、プロセッサ８０が、電極の組合せＥ（ｎ－１）０が最も
低い相対値を有していると判断した時（１６８）（図１５Ａ）に実行する、部分Ｂ検知電
極選択アルゴリズムを示す。プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｎ－１）０がゼロに等
しい相対値を有しているか否かを判断する（１９８）。プロセッサ８０は、電極の組合せ
Ｅ（ｎ－１）０がゼロに等しい相対値を有していると判断した場合、電極の数ｎが偶数で
あるか否かを判断する（２００）。電極の数ｎが偶数である場合、プロセッサ８０は、標
的組織部位が、中央の２つの電極Ｅ（ｎ／２）とＥ（（ｎ／２）－１）との中間点の最も
近くに位置していると判断する（２０２）。そして、プロセッサ８０は、標的組織部位に
最も近い電極としてＥ（ｎ／２）およびＥ（（ｎ／２）－１）を選択する（２０４）。プ
ロセッサ８０は、電極の数ｎが偶数でないと判断した場合（２００）、中央の電極Ｅ（（
ｎ－１）／２）が標的組織部位に最も近い電極であると判断する（２０６）。
【０２２３】
　プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（ｎ－１）０が０に等しい相対値を有していないと
判断した場合（１９８）、リードの電極の数ｎが偶数であるか否かを判断する（２０８）
。プロセッサ８０は、電極の数ｎが偶数であると判断した場合、中央の電極の組合せＥ（
ｎ／２）（（ｎ／２）－１）が、中央の電極対の近位電極と中央の電極の対の近位電極に
近接する電極とを含む電極の組合せ、すなわち電極の組合せＥ（（ｎ／２）＋１）（ｎ／
２）より高い相対値を有しているか否かを判断する（２１０）。プロセッサ８０は、電極
の組合せＥ（ｎ／２）（（ｎ／２）－１）が電極の組合せＥ（（ｎ／２）＋１）（ｎ／２
）より高い相対値を有していると判断した場合、中央の電極対の近位電極に近接する電極
Ｅ（（ｎ／２）＋１）が標的組織部位に最も近い電極であると判断する（２１２）。プロ
セッサ８０は、電極の組合せＥ（ｎ／２）（（ｎ／２）－１）が電極の組合せＥ（（ｎ／
２）＋１）（ｎ／２）より高い相対値を有していないと判断した場合、遠位の中央の電極
Ｅ（（ｎ／２）－１）が標的組織部位に最も近い電極であると判断する（２１４）。
【０２２４】
　プロセッサ８０は、電極の数ｎが偶数でないと判断した場合（２０８）、リードの電極
の数ｎが奇数であると判断する（２１６）。そして、プロセッサ８０は、中央の電極およ
び中央の電極に隣接しかつ中央の電極の遠位の電極を含む電極の組合せ、すなわち電極の
組合せＥ（（ｎ－１）／２）（（ｎ－１）／２－１）が、中央の電極および中央の電極に
隣接しかつ中央の電極の近位の電極を含む電極の組合せ、すなわち電極の組合せＥ（（ｎ
＋１）／２）（（ｎ＋１）／２）－１）より高い相対値を有するか否かを判断する（２１
８）。プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（（ｎ－１）／２）（（ｎ－１）／２－１）が
Ｅ（（ｎ＋１）／２）（（ｎ＋１）／２－１）より高い値を有していると判断した場合、
標的組織部位に最も近い電極として中央の電極Ｅ（（ｎ－１）／２－１）を選択する（２
２０）。プロセッサ８０は、電極の組合せＥ（（ｎ－１）／２）（（ｎ－１）２－１）が
電極の組合せＥ（（ｎ＋１）／２）（（ｎ＋１）／２－１）より高い相対値を有していな
いと判断した場合、標的組織に最も近い電極として中央の電極Ｅ（（ｎ＋１）／２）に隣
接しかつそれに対して近位の電極を選択する（２４２）。
【０２２５】
　治療システム１０の一方または両方のリード２０が分割電極を含む例では、プログラマ
１４のプロセッサ８０（または別のデバイスのプロセッサ）は、リードの長手方向軸に沿
った位置を共有するが異なる方向を向いている複数の電極のうちのいずれの１つまたは複
数の電極が標的組織部位に最も近いかを指定するアルゴリズムを実施することができる。
図１６は、いずれの１つまたは複数の電極が、リード６２（図３Ａおよび図３Ｂ）等、分
割電極群を含むリードに対する標的組織部位に最も近いかを判断する技法例を示すフロー
チャートである。この例では、本技法を、分割電極６８および７０の群を含む電極６４の
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群を備えたリード６２に関して説明する。しかしながら、他の例では、本技法を、リング
電極および分割電極のあらゆる組合せおよび構成を備えたリードに適用可能であり得る。
図１５Ａ～図１５Ｃと同様に、プロセッサ８０は、プロセッサ８０に対し、図１６に示す
技法のステップの各々を実行させる、メモリ８２に格納されたアルゴリズムを実行するこ
とができる。しかしながら、他の例では、本技法を、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０等、異
なるプロセッサによって実行してもよい。
【０２２６】
　全体として、図１６は、図１５Ａ～図１５Ｃに示す技法より、脳２８内の標的組織部位
の位置のよりロバストな指示を提供することができる技法を示す。たとえば、リードの長
手方向軸に沿って標的組織部位の位置を確定することに加えて、図１６に示す技法は、リ
ード６２の側部（たとえば、長手方向軸に対して実質的に垂直な方向等、リード６２の長
手方向軸に対して非平行な方向によって示す）に対して標的組織部位の位置を確定するこ
とを含む。標的組織部位の位置を、リードの長手方向軸によって示されるような第１の方
向に、その後、分割電極が互いからずれる方向によって示されるような第２の方向に確定
することにより、標的組織部位の位置に関する追加の情報を提供することができ、患者１
２により効果的な治療を提供する刺激電極の組合せの選択が容易になる。
【０２２７】
　プロセッサ８０は、電極の各群の間の各電極の組合せに対して相対的なベータ帯域電力
レベルの相対値を確定する（２３０）。特に、プロセッサ８０は、電極の組合せ７２－７
０Ａ、７２－７０Ｂ、７２－７０Ｃ、７０Ａ－６８Ａ、７０Ｂ－６８Ｂ、７０Ｃ－６８Ｃ
、６８Ａ－６６、６８Ｂ－６６、６８Ｃ－６６および７２－６６の各々に対して相対値を
確定する。そして、プロセッサ８０は、電極の各群に対して平均相対値を確定する（２３
２）。電極７２～７０を含む、すなわち最も遠位の群の電極からなる電極の組合せの群に
対して平均値を確定するために、プロセッサ８０は、電極の組合せ７２－７０Ａ、７２－
７０Ｂおよび７２－７０Ｃに対して相対値の平均を確定する。電極の組合せ７０－６８の
群、すなわち電極の中央の群に対して平均相対値を確定するために、プロセッサ８０は、
電極の組合せ７０Ａ－６８Ａ、７０Ｂ－６８Ｂおよび７０Ｃ－６８Ｃに対して相対値の平
均を確定する。電極の組合せ６８－６６の群、すなわち電極の最も近位の群に対して平均
相対値を確定するために、プロセッサ８０は、電極の組合せ６８Ａ－６６、６８Ｂ－６６
および６８Ｃ－６６に対して相対値の平均を確定する。電極７２および６６の群の各々は
１つのリング電極のみを備えるため、プロセッサ８０は、電極の組合せ７２－６６、すな
わち電極の最も近位の群および最も遠位の群に対して平均相対値を確定しない場合もある
。
【０２２８】
　次に、プロセッサ８０は、標的組織部位に最も近い電極の１つまたは複数の群（すなわ
ち、６６、６８、７０および７２）を確定する（２３４）。プロセスは、図８に示すもの
に類似しているが、プロセッサ８０は、各電極の組合せに対する相対値の代りに、電極７
２－７０、７０－６８および６８－６６の群の組合せに対する相対値ならびに組合せ７２
－６６に対する相対値を比較する。プロセッサ８０は、標的組織部位に最も近い電極の１
つまたは複数の群を選択すると、選択された１つまたは複数の群が、電極の分割アレイ、
すなわち群６８または７０を含むか否かを判断する（２３６）。プロセッサ８０は、標的
組織部位に最も近いと判断された、選択された１つまたは複数の群が、電極の分割アレイ
を含むと判断した場合、いずれの電極の群が標的組織部位に最も近いかを確定することに
関して上述したアルゴリズムを繰り返すことにより、電極の選択された１つまたは複数の
群におけるいずれの１つまたは複数の分割電極が標的組織部位に最も近いかを判断する（
２３８）。
【０２２９】
　たとえば、プロセッサ８０は、電極の群６８が標的組織部位に最も近いと判断した場合
、群の電極の組合せ６８Ａ－６８Ｂ、６８Ｂ－６８Ｃおよび６８Ｃ－６８Ａの相対的なベ
ータ帯域電力レベルに対して相対値を確定する。そして、プロセッサ８０は、相対値に基
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づいて、電極６８Ａ、６８Ｂおよび６８Ｃのいずれが標的組織部位に最も近いかを判断す
る。リードの長手方向軸に沿った位置を共有する分割電極の群の電極６８Ａ、６８Ｂおよ
び６８Ｃのいずれが標的組織部位に最も近いかの判断により、電極のいずれの群が標的組
織部位に最も近いかを判断する第１の判断に対して異なる方向における標的組織部位の位
置を確定する。
【０２３０】
　たとえば、電極のいずれの群が標的組織部位に最も近いかを判断することは、リード６
２の長手方向軸に沿ったいずれの位置が標的組織部位に最も近いかを判断することを含む
。電極６８Ａ、６８Ｂおよび６８Ｃのいずれが標的組織部位に最も近いかを判断すること
は、電極６８の長手方向位置におけるリード６２の周辺のいずれの位置が標的組織部位に
最も近いかを判断することを含むことができる。２つの方向における標的組織部位の位置
、たとえば長手方向の位置および周辺の位置を確定することは、１つの方向のみにおける
標的部位の位置を確定することより、リード６２に沿った標的組織部位の位置のよりロバ
ストな指示を提供することができる。
【０２３１】
　一方、プロセッサ８０は、電極の選択された１つまたは複数の群が分割電極を含まない
と判断した場合、標的組織部位に最も近い電極が標的組織部位に最も近い１つまたは複数
の群であると判断する（２４０）。たとえば、プロセッサ８０は、標的組織部位に最も近
いものとして電極の群７２を選択した場合、その結果として、電極の群７２が電極７２の
みを含むため、標的組織部位に最も近い電極として電極７２を選択する。
【０２３２】
　図１２、図１３、図１５Ａ～図１５Ｃおよび図１６に関して上述した技法等、本明細書
に記載する生体電気脳信号に基づいて標的組織部位に最も近い電極を選択する技法につい
て、単極構成での電極の組合せを用いて生体電気信号を検知し、その後、相対値を介して
単極生体電気信号データを双極生体電気信号データに変換することに関して説明した。た
とえば、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０は、電極２４Ａ（図２）および基準電極（たとえば
ハウジング電極）を用いて第１の生体電気信号を検知し、電極２４Ｂおよび基準電極を用
いて第２の生体電気信号を検知し、電極２４Ｃおよび基準電極を用いて第３の生体電気信
号を検知し、電極２４Ｄおよび基準電極を用いて第４の生体電気信号を検知するように、
検知モジュール４６を制御することができる。そして、プログラマ１４のプロセッサ８０
は、各電極の組合せ、すなわち電極の組合せ２４Ａ－２４Ｂ、２４Ｂ－２４Ｃ、２４Ｃ－
２４Ｄおよび２４Ａ－２４Ｄによって検知される生体電気信号に対する相対的なベータ帯
域電力レベルの差を示す相対値を確定することができる。
【０２３３】
　図１７に示すように、他の例では、第１の生体電気信号、第２の生体電気信号、第３の
生体電気信号および第４の生体電気信号の各々の組合せに対して相対的なベータ帯域電力
レベルの相対値を確定する代りに、プロセッサ４０は、双極構成で（たとえば電極２４の
組合せを用いて）生体電気脳信号を検知するように検知モジュール４６を制御することが
でき、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０またはプログラマ１４のプロセッサ８０は、各双極電
極構成を介して検知される生体電気脳信号の相対的なベータ帯域電力レベルの値を確定す
ることができる（２４２）。双極電極構成を介して検知された生体電気脳信号の相対的な
ベータ帯域電力レベルは、単極構成で双極構成の２つの電極を介して検知される生体電気
脳信号の相対的なベータ帯域電力レベルの相対値に実質的に等しい。プロセッサ４０また
はプロセッサ８０は、それぞれの双極電極構成を介して検知される生体電気脳信号の相対
的なベータ電力レベルの値に基づいて、標的組織部位に最も近い１つまたは複数の検知電
極を選択することができる（２４４）。
【０２３４】
　Ｍｏｌｎａｒらによる米国特許出願第１２／６３９，７１７号および同第１２／６３９
，６７８号にさらに詳細に記載されているように、いくつかの例では、プログラマ１４の
プロセッサ８０は、標的組織部位に対する近接性に基づき電極２４、２６を自動的にラン
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ク付けすることができる。たとえば、相対的なベータ帯域電力レベルが標的組織部位に対
する近接性を示す例では、プログラマ１４のプロセッサ８０は、単極構成で電極２４、２
６を介して検知される生体電気脳信号の相対的なベータ帯域電力レベルに基づいて電極２
４、２６をランク付けすることができる。
【０２３５】
　いくつかの例では、各刺激電極のランクを提供することにより、患者特定の電気刺激治
療送達を容易にすることができる。たとえば、いくつかの例では、最も高くランク付けさ
れた電極の組合せを介して電気刺激を送達することにより、望ましくない副作用がもたら
される可能性がある。臨床医または使用者は、より少ない副作用をもたらす可能性がり、
依然として標的組織部位の比較的近くに位置する可能性がある異なる電極の組合せを選択
するために、電極のランクにアクセスすることができる。他の例では、ＩＭＤ１６のプロ
セッサ４０は、特定の刺激電極の組合せの効果に関する患者からのフィードバックに基づ
いて刺激電極の組合せを自動的に変更するために、電極のランクにアクセスすることがで
きる。
【０２３６】
　上述したように、生理学的モデルは、植え込まれたリード２０に近接する組織を示す。
プログラマ１４は、臨床医がリード位置、１つもしくは複数の解剖学的構造および／また
は治療野（たとえば活性化される組織の体積）を視覚化するのに役立つ生理学的モデルを
生成しかつ表示することができる。図１８は、プログラマ１４のユーザインタフェース８
４によって表示されるグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）２３０例の画面図で
あり、そこでは、グラフィカルユーザインタフェースはユーザに対して生理学的モデルを
提示する。図１８に示す生理学的モデルは、患者１２の脳２８の１つまたは複数の解剖学
的構造２５２と、患者１２に植え込まれたリードのグラフィカル表現を提供するリードア
イコン２５４と、治療野モデル２５６とを含む。リードアイコン２５４は電極２５８Ａ～
２５８Ｄを含む。
【０２３７】
　ＧＵＩ２５０を、プログラマのユーザインタフェース８４のディスプレイに提示するこ
とができる。ユーザは、たとえば刺激電極として電極２５８Ａ～２５８Ｄを選択するため
に、プログラマ１４のユーザインタフェース８４の１つまたは複数のユーザ入力機構を介
してＧＵＩ２５０と対話することができる。ＧＵＩ２５０では、リード２０Ａまたは２０
Ｂが患者１２の脳２８の１つまたは複数の解剖学的領域に対して実際に植え込まれる場所
を示すために、リード２０Ａ、２０Ｂのうちの一方を表すリードアイコン２５４が表示さ
れる。他の例では、ＧＵＩ２５０は、２つ以上のリードおよびそのそれぞれの電極を表示
することができる。図１８に示す例では、ＧＵＩ２５０は、脳２８の前後の垂直断面であ
る脳２８の冠状断像を表示する。ＧＵＩ２５０に含まれる脳２８の解剖学的構造２５２は
、ＭＲＩ、ＣＴまたは別の撮像モダリティを用いて生成される脳２８の実際の画像であり
得る。一例では、プログラマ１４のプロセッサ８０は、脳２８の複数の画像に基づいて解
剖学的構造２５２のグラフィカル表現を生成することができる。他の例では、脳２８の解
剖学的構造２５２は、患者非特定の基準解剖学的画像または非画像ベースの解剖学図（た
とえば図面またはコンピュータレンダリング）を含むことができる。画像に基づいても基
づかなくても脳２８のこれらの表現を用いて、臨床医が脳２８内のリード２０Ａまたは２
０Ｂの電極の位置を視覚化するのに役立つために必要な脳２８の解剖学的領域のグラフィ
カル表現が生成される。
【０２３８】
　リードアイコン２５４が表示される例では、リードアイコン２５４を、患者１２内に植
え込まれた実際のリードの画像とすることができ、または、リードアイコン２５４を、患
者１２に植え込まれたタイプのリードであるが、患者１２に植え込まれた特定のリードで
はないリードの画像とすることができる。他の例では、リードアイコン２５４を、患者１
２に植え込まれたリードの図面またはコンピュータレンダリングとすることができる。し
かしながら、ＧＵＩ２５０に表示されるリードアイコン２５４は、患者１２内に植え込ま
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れたリードの適切なサイズを表現する。たとえば、ＧＵＩ２５０に示される電極２５８Ａ
～２５８Ｄは、患者１２内に植え込まれたリードの電極と同じ相対的な間隔でリード２６
０に沿って配置される。さらに、プログラマ１４のプロセッサ８０は、リードアイコン２
５４および解剖学的構造２５２が適切な尺度で、たとえば植え込まれたリードおよび患者
１２の脳２８と実質的に同様の尺度で表示されるように、ＧＵＩ２５０を生成する。
【０２３９】
　解剖学的構造２５２が患者１２の脳２８の実際の画像を含む例では、プロセッサ８０は
、患者特定の情報に基づいて解剖学的構造２５２に対しリードアイコン２５４を位置決め
することができる。たとえば、プロセッサ８０は、脳２８の術前ＭＲＩ（たとえば、リー
ド２０が植え込まれる前）および、脳２８の種々の「スライス」のグラフィカル表現を生
成するために有用であり得る、脳２８の３Ｄ表現を生成するために、脳構造体積を患者Ｍ
ＲＩにモーフィングすることができる。そして、プロセッサ８０は、リード２０の位置を
特定するために脳２８の術後ＭＲＩにアクセスすることができる。プロセッサ８０は、術
前ＭＲＩ画像および術後ＭＲＩ画像をマージし、解剖学的構造２５２に対してリードアイ
コン２５４を位置決めすべき場所を確定するために、脳構造体積に対してリードの画像を
配置することができる。
【０２４０】
　図１８に示す脳２８の解剖学的構造２５２の図は、脳２８の２Ｄ断面図（たとえば冠状
スライス）である。解剖学的構造２５２の種々に陰影がつけられた部分は、脳２８内の組
織の異なる密度を示す。暗い部分ほど密度の低い組織を示す。たとえば、解剖学的構造２
５２の最も暗い部分は、脳脊髄液（ＣＳＦ）を含む脳２８の空間を示す。脳２８の白色部
分は、高密度組織およびより多くのニューロンを示す。臨床医は、ＧＵＩ２５０によって
示される組織の組織密度に基づいて標的解剖学的領域を認識することができてもよい。し
かしながら、いくつかの例では、プロセッサ８０は、１つまたは複数の表示された解剖学
的構造２５２をラベル付けするかまたは色分けすることによる（たとえば事前にラベル付
けされる図解図に構造を比較することによる）等、表示された解剖学的構造２５２の臨床
医の理解を向上させるのに役立つことができる。
【０２４１】
　図１８に示す解剖学的構造２５２の冠状断像は、単に画像例であり、実際の画像は、よ
り広い範囲の陰影およびより高い画像解像度を含むことができる。図１８に示す像は、リ
ード２０Ａまたは２０Ｂおよびリードが植え込まれる解剖学的領域の一透視図を提供する
。図１８に示すＧＵＩ２５０の例では、臨床医は、矢印２６２および２６４を用いて、植
え込まれたリードの別の透視図を見るためにリードが脳２８内に植え込まれる別の冠状深
さに移動することができる。
【０２４２】
　生理学的モデルの他の例では、脳２８および１つまたは複数の植え込まれたリードの他
のタイプの像を、プログラマ１４によって生理学的モデルとして表示することができる。
脳２８の他の像は、他の２Ｄ像（たとえば矢状断像）、３Ｄ像、または２Ｄ像および３Ｄ
像のあらゆる組合せを含む。同様に、たとえば解剖学的構造２５２の３Ｄ図がＧＵＩ２５
０によって表示される場合、リードアイコン２５４を３Ｄオブジェクトとして表示するこ
とができる。プログラマ１４のプロセッサ８０は、リード２０Ａまたは２０Ｂが患者１２
内に植え込まれる前に生成される定位データに基づいて、ＧＵＩ２５０内でリードアイコ
ン２５４を自動的に位置決めすることができる。特に脳１２８の領域の位置を特定するた
めに、患者１２の頭蓋骨の上に定位枠を配置することができる。さらに、この定位情報を
用いて、植え込まれたリード２０Ａ、２０Ｂの正確な位置の座標を提供することができる
。場合によっては、プロセッサ８０は、ユーザからのいかなる入力もなしにＧＵＩ２５０
によって表示される解剖学的領域内に正確に、リードアイコン２５４を自動的に配置する
ことができる。
【０２４３】
　臨床医は、図１８に示す生理学的モデルのグラフィカル表示を利用して、１つまたは複
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数の刺激電極を選択することができる。たとえば、臨床医は、入力機構（たとえばカーソ
ルまたはスタイラスコントロール）を用いてＧＵＩ２５０内でポインタ２６０を移動させ
ることによる等、ＧＵＩ２５０と対話することができる。一例では、１つまたは複数の電
極２５８Ａ～２５８Ｄを刺激電極として選択するために、臨床医は、ポインタ２６０を１
つまたは複数の電極２５８Ａ～２５８Ｄまで移動させ、ボタンをクリックするかまたは他
の方法で電極を選択する入力を提供する。別の例として、臨床医は、電極に関連する英数
字識別子をＧＵＩ２５０によって提示されるテキストボックス内に手動で入力し（たとえ
ばテキストボックスに「電極１」とタイプすることにより）、電極に関連するボックスを
チェックすることにより、またはあらゆる適切な技法を用いることにより、１つまたは複
数の電極２５８Ａ～２５８Ｄを刺激電極として選択することができる。
【０２４４】
　１つまたは複数の電極２５８Ａ～２５８Ｄを選択する臨床医の入力を受け取ると、プロ
グラマ１４のプロセッサ８０は、図９に関して上述したように、１つまたは複数の生体電
気脳信号に基づいて電極選択を確認することができる。たとえば、プロセッサ８０は、Ｉ
ＭＤ１６の検知モジュール４６を制御し、臨床医が選択した電極により１つまたは複数の
生体電気脳信号を検知し、またはメモリ８２から検知された生体電気脳信号を検索するよ
うに、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０に対して命令を送信することができる（図２）。プロ
セッサ８０は、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０またはメモリ８２から信号を受け取り、生体
電気脳信号の１つまたは複数の特性を確定することにより、生体電気脳信号が、選択され
た電極が標的組織部位に近接しているかまたは少なくとも刺激が誘発する副作用に関連す
る組織部位から間隔が空けられていることを示すか否かを判断することができる。
【０２４５】
　いくつかの例では、臨床医は、ＧＵＩ２５０によって表示される解剖学的構造２５２に
対する電極の位置に基づいて、リードアイコン２５４の１つまたは複数の電極２５８Ａ～
２５８Ｄを刺激電極として選択する。たとえば、臨床医は、１つまたは複数の標的組織部
位に近接して表示され、かつ／または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に近接し
て位置決めされる電極２５８Ａ～２５８Ｄを選択することができる。ＧＵＩ２５０と対話
するために必要な知識を低減するために、プロセッサ８０は、１つまたは複数の標的組織
部位および／または刺激が誘発する副作用に関連するあらゆる組織部位を強調表示するか
または他の方法でマークすることができる。プロセッサ８０は、組織部位を異なる色で表
示することにより、組織部位に輪郭を描くことにより、または臨床医が組織部位を視覚的
に特定するのに役立つ他のあらゆる技法を用いることにより、組織部位を強調表示するこ
とができる。
【０２４６】
　解剖学的構造２５２に対する電極２５８Ａ～２５８Ｄの位置に基づいて、刺激電極とし
てリードアイコン２５４の１つまたは複数の電極２５８Ａ～２５８Ｄを選択することに加
えてまたはその代りに、臨床医は、治療野２５６に基づいて刺激電極としてリードアイコ
ン２５４の１つまたは複数の電極２５８Ａ～２５８Ｄを選択することができる。治療野２
５６は、ＩＭＤ１６が、特定の電極の組合せおよび刺激信号を定義するパラメータ値（た
とえば、電流振幅または電圧振幅、パルスレート、パルス幅、周波数および／またはデュ
ーティサイクル）等、一組の刺激パラメータ値を介して刺激を送達する時に、治療が送達
される患者の組織の領域を表す。プロセッサ８０は、臨床医によって選択される（たとえ
ば、上述した技法を用いて）１つまたは複数の電極２５８Ａ～２５８Ｄと、メモリ８２に
よって格納されるかまたはユーザインタフェース８４を介して臨床医によって入力される
一組の刺激パラメータ値（たとえば、電流振幅または電圧振幅、パルスレート、パルス幅
、周波数および／またはデューティサイクル）とに基づいて、治療野２５６を生成する。
【０２４７】
　いくつかの例では、治療野２５６は、患者の解剖学的構造と刺激パラメータ値を定義す
る治療プログラムとに基づいて生成される電場であり、治療野２５６は、治療中に電場に
よって覆われることになる患者の解剖学的領域のいくつかの領域を表す。たとえば、プロ
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セッサ８０は、図７に関して上述し、かつＧｏｅｔｚらによる米国特許出願公開第２００
７／０２０３５４１号およびＳｔｏｎｅらによる米国特許出願公開第２００７／０２０３
５４６号にさらに詳細に記載されているように、組織インピーダンスモデル、電場伝播モ
デル等に基づいて治療野２５６を生成することができる。
【０２４８】
　他の例では、治療野２５６は、患者の標的解剖学的領域において電場によって活性化さ
れる神経または筋肉組織たとえばニューロンを示す活性場である。プロセッサ８０が表示
することができる他のタイプの治療野２５６には、組織導電率が一般的な人間の組織の特
性または患者１２に特定の組織の特性に基づいて確定される、電場の電流密度場または電
圧勾配場が挙げられる。ＧＵＩ２５０のいくつかの例では、臨床医は、ボタン２６６を選
択することによって表示されるプルダウンメニューから治療野のタイプを選択することに
よる等、これらのタイプの治療野のあらゆるものを切り換えることができてもよい。
【０２４９】
　図１８に示すＧＵＩ２５０の例では、治療野２５６は、他の直交像でさらに定義するこ
とができる体積電場の断面像である。図１８には治療野２５６の２Ｄ像を示すが、他の例
では、プロセッサ８０は、治療野の３Ｄ像を表示する。このように、ＧＵＩ２５０は、選
択された電極の組合せに従って刺激送達によって影響を受ける組織の３Ｄ体積を示す治療
野２５６を含むことができる。
【０２５０】
　プロセッサ８０は、人間の組織の一般的な物理特性と、患者１２に植え込まれたリード
２０Ａまたは２０Ｂの電極の既知の物理的特性とに基づいて確立された電場２５６のサイ
ズおよび形状を確立することができる。言い換えれば、ＧＵＩ２５０に表示される治療野
２５６は、単に、特定の患者１２の脳２８内において電場がどうであるかの近似であり得
る。しかしながら、いくつかの例では、治療されている患者１２の実際の解剖学的構造の
物理特性を用いて治療野２５６を生成することができる。この解剖学的構造情報を、ＣＴ
、ＭＲＩまたは他のあらゆる体積撮像システム等、撮像モダリティによって生成され、か
つメモリ８２（図４）の患者の解剖学データに格納された患者の解剖学的データの形式と
して、プログラマ１４のメモリ８２によって格納することができる。
【０２５１】
　いくつかの例では、臨床医は、刺激電極として１つまたは複数の電極２５８Ａ～２５８
Ｄを選択し、プロセッサ８０は、選択された電極の組合せに基づいて治療野２５６を生成
し表示する。臨床医は、ＧＵＩ２５０を見て、治療野２５６が標的組織部位と十分にオー
バラップしていないかまたは刺激が誘発する副作用に関連する組織部位とオーバラップし
ていると判断した場合に、プログラマ１４のユーザインタフェース８４（図３）と対話す
ることによって、電極の選択を変更することができる。電極の選択を変更するユーザ入力
に応じて、プロセッサ８０は、治療野２５６を更新し、更新された治療野を表示すること
ができ、それにより、臨床医は、刺激電極の選択に対する変更が治療野にいかに影響を与
えたかを見ることができる。
【０２５２】
　ＧＵＩ２５０内の特定の電極を特定することにより（たとえば、選択される電極にポイ
ンタ２６０を移動させ、マウスまたは別の周辺ポインティングデバイスによって電極の上
をクリックすることにより）電極を選択する代りにまたはそれに加えて、臨床医は、治療
野２５６を調整することによって１つまたは複数の電極２５８Ａ～２５８Ｄを選択するこ
とができる。そして、プロセッサ８０は、治療野２５６を達成するために必要な刺激電極
を確定することができる。さらに、いくつかの例では、プロセッサ８０はまた、治療野２
５６を達成するために必要な他の刺激パラメータ値（たとえば、刺激振幅または周波数）
も確定する。
【０２５３】
　臨床医はまた、リードアイコン２５４の長さに沿って治療野２５６を移動させることも
可能であり、プロセッサ８０は、治療野２５６を生成するようにいずれの電極レベルを活
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性化するべきかを自動的に選択することができる。さらに、図１８に示す例では、臨床医
（または他のユーザ）は、ポインタ２６０を用いて治療野２５６をドラッグし、より低い
かまたは高い電圧振幅または電流振幅に対応するより小さいかまたはより大きいサイズを
定義することができる。たとえば、ユーザは、治療野２５６の境界または周辺をクリック
した後、境界をドラッグして治療野２５６を拡大または収縮させることができる。さらに
または別法として、臨床医は、ポインタ２６０を用いて、制御スライド２７０を、治療野
２５６のサイズをわずかに増大させるように上方にまたは治療野２５６のサイズをわずか
に低減させるように下方に移動させることができる。いくつかの例では、プロセッサ８０
は、治療野２５６が特性を変化させると、実際の電極２５８Ａ～２５８ＤまたはＧＵＩ２
５０における治療野２５６に関連する他の刺激パラメータ値を表示する。
【０２５４】
　プログラマ１４のプロセッサ８０は、治療野２５６の移動の速度を制限することができ
る。言い換えれば、治療野２５６を、ＧＵＩ２５０、または臨床医が治療野をドラッグす
るのを可能にする他の何らかのユーザインタフェース内で、１秒辺り数回の段階でのみ移
動させることができる。この移動速度の制限により、プロセッサ８０による不要な計算を
防止することができる。
【０２５５】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、患者１２にいくつかの効果的な結果を提供する
ものと事前に確定された最小閾値電圧によって、治療野２５６の初期サイズを確定する。
治療野２５６のサイズを、ユーザまたはプロセッサ８０によって事前に定義された体積パ
ラメータ値または最大電圧制限によって制限することができる。制限を、ＩＭＤ１６の能
力または患者１２に対する安全な電圧レベルもしくは電流レベルに関連付けることができ
る。治療野２５６の最大サイズが満たされると、臨床医は、それ以上、治療野のサイズを
リードアイコン２５４から離れるようにドラッグすることができない可能性がある。治療
野２５６は、臨床医が２つ以上の電極レベル２５８Ａ～２５８Ｄを選択した場合、サイズ
を増大させるかまたは分割することができる。プロセッサ８０は、治療野モデル２５６を
生成するために用いられる式に基づいてこれらの判断を行うことができる。
【０２５６】
　臨床医が治療野２５６を変更するように調整することができる装置、システムおよび技
法の例は、Ｇｏｅｔｚらによる米国特許出願公開第２００７／０２０３５４１号およびＳ
ｔｏｎｅらによる米国特許出願公開第２００７／０２０３５４６号にさらに詳細に記載さ
れている。Ｇｏｅｔｚらによる米国特許出願公開第２００７／０２０３５４１号に記載さ
れているシステムおよび技法によれば、プログラマ１８のプロセッサ８０は、ユーザが、
選択された電極の組合せを介する治療送達によって生成された電気刺激野（すなわち、一
種の治療野）の表現を操作することができるようにするユーザインタフェースを、ユーザ
に提示することができる。そして、プロセッサ８０は、プログラマ１４のユーザインタフ
ェースを介してユーザによって作成される刺激野に最もよく適合する、適切な電極の組合
せ、電極の極性、電気刺激の振幅、パルス幅およびパルスレートを選択することができる
。
【０２５７】
　十分な治療野２５６をもたらす１つまたは複数の電極２５８Ａ～２５８Ｄを確定した後
、臨床医は、電極の選択を確認するためにボタン２６８を選択することができる。臨床医
入力を受け取ると、プログラマ１４のプロセッサ８０は、図９に関して説明したように、
１つまたは複数の生体電気脳信号に基づいて電極の選択を確認することができる。たとえ
ば、プロセッサ８０は、臨床医が選択した電極によって１つまたは複数の生体電気脳信号
を検知するようにＩＭＤ１６の検知モジュール４６を制御する命令を、ＩＭＤ１６のプロ
セッサ４０に送信することができる（図２）。プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６のプロセッ
サ４０から信号を受け取り、生体電気脳信号の１つまたは複数の特性を確定して、生体電
気脳信号が、選択された電極が標的組織部位に近接しているか、または少なくとも、刺激
が誘発した副作用に関連する組織部位から間隔が空けられていることを示すか否かを判断
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することができる。
【０２５８】
　他の例では、プログラマ１４は、患者１２の脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造２
５２およびリードアイコン２５４のグラフィカル表現のみ等、他のタイプのデータを含む
生理学的モデルを表示することができ、その場合、生理学的モデルを、解剖学的モデルと
呼ぶことができる。別の例として、生理学的モデルは、脳２８の１つまたは複数の解剖学
的構造２５２および治療野モデル２５６のグラフィカル表現のみを含むことができ、その
場合、生理学的モデルを治療野モデルと呼ぶことができる。別のタイプの治療野モデルは
、治療野モデル２５６およびリードアイコン２５４のグラフィカル表現のみを含む。プロ
グラマ１４（または別のコンピューティングデバイス）のプロセッサ８０は、植え込まれ
たリード２０の電極２４、２６に近接する組織を搬送することに関するあらゆる適当な情
報を含む生理学的モデルを生成することができる。
【０２５９】
　プログラマ１４等のコンピューティングデバイスは、ユーザがＩＭＤ１６をプログラム
するために対話することができる複数のＧＵＩを提示することができる。ＩＭＤ１６のプ
ログラミングは、たとえば、ＩＭＤ１６が生成し患者１２に送達する刺激信号を定義する
１つまたは複数の刺激パラメータ値を選択すること、および／またはＩＭＤ１６が患者１
２の脳２８（図１）内の標的組織部位に電気刺激を送達する際に用いられる１つまたは複
数の刺激電極を選択することを含むことができる。図１９Ａ～図１９Ｍは、プログラマ１
４のユーザインタフェース８４によって表示されるグラフィカルユーザインタフェース画
面例の概念図である。グラフィカルユーザインタフェース画面は、各々、ユーザが１つま
たは複数の刺激電極を選択するために対話することができるインタフェースを提供し、そ
れら刺激電極により、ＩＭＤ１６は、それぞれの検知電極の組合せによって患者の脳内で
検知された１つまたは複数の生体電気脳信号と、患者の脳内において電極に近接する組織
の１つまたは複数の特性を示す１つまたは複数の生理学的モデルとに基づいて、患者１２
に治療を送達する。図１９Ａ～図１９Ｍに示す画面は、ユーザが１つまたは複数の刺激電
極を選択するためにプログラマ１４のプロセッサ８０と対話することができるＧＵＩを示
す。
【０２６０】
　図１９Ａは、プログラマ１４のプロセッサ８０がプログラマ１４のユーザインタフェー
ス８４のディスプレイを介して提示することができるＧＵＩ２８０の概念図である。ＧＵ
Ｉ２８０は、複数のタブ２８２、２８４、２８６、２８８、２９０、２９２を含む。ユー
ザは、プログラマ１４の種々の特徴にアクセスするためにタブ２８２、２８４、２８６、
２８８、２９０、２９２のうちの１つを選択することができる。ユーザは、たとえば周辺
ポインティングデバイス（たとえば、マウス、スタイラスまたはタッチスクリーンの場合
は指）を用いてＧＵＩ２８０内のカーソルをタブの上で移動させ、たとえばマウスのボタ
ンをクリックし、タブアイコンをダブルクリックし、表示されたタブを押下し、キーパッ
ドまたはキーボード上のエンターボタンを押し下げる等により、タブを選択する入力を提
供することによって、タブ２８２、２８４、２８６、２８８、２９０、２９２を選択する
ことができる。他の例では、ユーザは、タブに関連する名前を、ＧＵＩ２８０によって提
示されるテキストボックスに手動でタイプ入力するかまたは別の技法を用いることにより
、タブ２８２、２８４、２８６、２８８、２９０、２９２を選択することができる。
【０２６１】
　ユーザによってタブ２８２、２８４、２８６、２８８、２９０、２９２の各々が選択さ
れると、プログラマ１４のプロセッサ８０は、それぞれのグラフィカルユーザインタフェ
ース画面を提示し、それにより、ユーザは、ＩＭＤ１６をプログラムするか、または患者
データにアクセスしかつ／またはプログラマ１４のメモリ８２かまたは別のメモリ（たと
えばリモートデータベース）によって格納されるように患者データを入力することができ
る。たとえば、要約タブ２８２を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、
ユーザが患者および／または治療システムハードウェア情報を選択することができる画面
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等、ＩＭＤプログラミングプロセスを開始するための情報を表示することができる。さら
に、いくつかの例では、要約タブ２８２内において、プロセッサ８０は、患者１２に植え
込まれたリード２０の現モデル、患者１２に植え込まれたＩＭＤ１６の現モデル、および
該当する場合は、ＩＭＤ１６が患者１２に治療を送達する際の電流刺激パラメータ値に関
する情報を提供することができる。さらに、いくつかの例では、プロセッサ８０は、リー
ド完全性（たとえば、最近の電極インピーダンス試験の結果）およびバッテリステータス
に関する情報を提供することができる。要約タブ２８２はまた、患者の名前、年齢、体重
、身長、診断、投薬等のうちのあらゆる１つまたは複数等の患者情報を表示するための１
つまたは複数の画面を含むことも可能である。
【０２６２】
　プログラムタブ２８４を選択すると、プロセッサ８０は、１つまたは複数のグラフィカ
ルユーザインタフェース画面を提示することができ、ユーザはそれと対話して、図１９Ｅ
～図１９Ｉに関して説明するように、１つまたは複数の刺激パラメータ値および／または
電極の組合せを選択することができる。いくつかの例では、プログラミング画面は、プロ
セッサ８０が、ＩＭＤ１６のプログラミングの種々のステップ（たとえば、それぞれの治
療パラメータ値の選択に関連するステップ）を通してユーザを誘導する画面を、所定の順
序で提示する。他の例では、プロセッサ８０は、画面をいかなる特定の順序で提示しない
場合もあり、単に、ユーザが所望のプログラミング画面を選択するメニューを提示しても
よい。いくつかの例では、いずれの場合も、プロセッサ８０は、ユーザが、種々のプログ
ラミング画面をあらゆる特定の順序で移動することができるようにしてもよい。
【０２６３】
　履歴タブ２８６が選択されると、プロセッサ８０は、特定の患者に対する現プログラミ
ングセッションおよび／または先のプログラミングセッションと、場合によっては、ＩＭ
Ｄ１６または別の植込み型医療機器もしくは外部医療機器によって検知される患者１２の
生理学的パラメータ値とに関する情報を提供することができる。ユーザは、報告タブ２８
８を選択して、患者１２に対する現プログラミングセッションと、場合によっては患者１
２に対する過去のプログラミングセッションとに関する報告を見ることができる。プロセ
ッサ８０は、ユーザに対し、グラフおよび円グラフ等、種々の報告フォーマットを提供す
ることができ、いくつかの例では、プロセッサ８０は、ユーザが種々の方法で（たとえば
、ＩＭＤ１６が特定の治療プログラムに従って治療を送達した時間の割合等、ＩＭＤ１６
による治療送達に関する種々の統計を生成するために）データを操作することができる画
面を提示することができる。
【０２６４】
　インポート／エクスポートタブ２９０を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ
８０は、患者１２に関する情報（たとえば、患者状態、患者１２に植え込まれたＩＭＤ１
６およびリード２０のタイプ等）を格納することができる遠隔測定モジュール８６（図４
）を介して、ＩＭＤ１６またはリモートデータベース等、別のデバイスからデータをイン
ポートすることができる。別のデバイスから情報をインポートすることに加えてまたはそ
の代りに、インポート／エクスポートタブ２９０を選択するユーザ入力を受け取ると、プ
ロセッサ８０は、遠隔測定モジュール８６（図４）を介して別のデバイス（たとえば、Ｉ
ＭＤ１６、リモートコンピューティングデバイスもしくはローカルコンピューティングデ
バイスまたはプリンタ）にデータをエクスポートすることができる。データは、たとえば
、プログラミングセッション中に選択された１つまたは複数の治療パラメータ値または刺
激電極を含むことができる。プログラマ１４はまた、ヘルプオプションも含むことができ
、それによってユーザは質問を入力することができ、プロセッサ８０は回答があるかデー
タベースを探索することができる。プログラマ１４のこの特徴にアクセスするために、ユ
ーザは、ヘルプタブ２９２を選択することができる。
【０２６５】
　図１９Ａに示す例では、要約タブ２８２を選択するユーザ入力を受け取ると、図１９Ａ
に示すように、プロセッサ８０は、ユーザ識別（ＩＤ）２９４およびパスワード２９６を
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入力するようにユーザを促すＧＵＩ２８０を提示する。しかしながら、いくつかの例では
、プロセッサ８０は、プログラマ１４の起動後の第１の画面としてＧＵＩ２８０を提示す
ることができる。ＩＭＤプログラミングを、本質的に機密とすることができ、したがって
、プログラミングデータにアクセスするセキュリティ対策を提供することが望ましい場合
がある。さらに、権限のないユーザがＩＭＤ１６をプログラムする可能性を最小限にする
ために、プログラマ１４のプログラミング機能へのアクセスを制限することが望ましい場
合がある。
【０２６６】
　ユーザによって提供されるユーザ識別２９４およびパスワード２９６が承認される（た
とえば、それら識別およびパスワードを、プログラマ１４のメモリ８２またはリモートデ
ータベースに格納されたユーザ情報と比較することにより）ことを確認した後、プロセッ
サ８０は、ＧＵＩ２９８を提示することができ、その概念図を図１９Ｂに示す。ＧＵＩ２
９８は、ユーザが新たな患者に対してデータを入力するために選択することができる仮想
ボタン３００を含む。データ例として、限定されないが、識別情報（たとえば、患者の名
前、住所および電話番号）、患者の健康情報（たとえば、患者状態、年齢、体重および身
長）および患者１２に植え込まれている治療システム１０に関する情報（たとえば、ＩＭ
Ｄ１６およびリード２０のモデルおよび／またはリード２０の植込み位置）が挙げられる
。ＧＵＩ２９８はまた、ユーザが、既存のファイルを有する可能性がある患者を検索する
ために患者名または他の識別子（たとえば患者番号）を入力することができるテキストボ
ックス３０２を含む。ユーザは、プログラマ１４のユーザインタフェース８４を介して英
数字入力を提供することができ、ユーザインタフェース８４としては、キーボード、キー
パッド、マイクロホンおよび音声入力をテキストもしくは数字に変換する音声認識ソフト
ウェア、またはユーザから入力を受け取る他のあらゆる適当な入力機構を挙げることがで
きる。
【０２６７】
　プログラミングセッションが実施される患者を示すユーザ入力を受け取った後、プロセ
ッサ８０は、患者名３０６を示しかつ患者１２に関する情報を要約するＧＵＩ３０４を提
示することができる。図１９Ｃに示す例では、要約ＧＵＩ３０４は、患者１２に植え込ま
れたリード２０の数、リードの位置、ＩＭＤ１６およびリード２０のモデル、少なくとも
１つの電極２４、２６を含むリード２０の１つまたは複数の電気経路のインピーダンス（
リード完全性を示すことができる）、バッテリステータス（たとえば残っているバッテリ
寿命の推定値）、１つまたは複数の刺激電極を選択することができる活性電極２４、２６
、および患者１２に対して目下選択されている治療プログラムに関する情報を含む。ＧＵ
Ｉ３０４は、患者１２に対して処方された薬剤および患者の診断を列挙する種々雑多なセ
クションを含むことも可能である。図１９Ｃに示す例では、患者の診断は、統一パーキン
ソン病評価尺度（Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｐａｒｋｉｎｓｏｎ’ｓ　Ｄｉｓｅａｓｅ　Ｒａｔｉ
ｎｇ　Ｓｃｏｒｅ）（ＵＰＤＲＳ）によって示される。しかしながら、患者の診断は、Ｉ
ＭＤ１６が管理するように実施される患者状態に応じて異なってもよい。
【０２６８】
　図１９Ｄは、プログラマ１４のプロセッサ８０によって提示されるプログラミングＧＵ
Ｉ３１０の概念図である。一例では、プログラムタブ２８４が選択されると、プロセッサ
８０は、ユーザによって選択されるプログラミングオプションのメニュー３１２を含むＧ
ＵＩ３１０を提示することができる。メニュー３１２は、手動プログラミングボタン３１
４、誘導プログラミングボタン３１６、生理学ボタン３１８および生理学的モデルボタン
３２０を含む。ボタン３１４、３１６、３１８、３２０の各々は、種々のプログラミング
技法に関連し、それらプログラミング技法は、プログラマ１４のプロセッサ８０によって
許可される刺激パラメータ値または電極の選択のユーザ制御のレベル、またはユーザによ
りＩＭＤ１６のプログラミングを誘導するためにプロセッサ８０によって提示される情報
のタイプに基づいて、互いに異なる可能性がある。ボタン３１４、３１６、３１８、３２
０の各々を選択する（たとえば、タブ２８２、２８４、２８６、２８８、２９０、２９２
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を選択することに関して上述した技法を用いる）ユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８
０は、ユーザインタフェース８４のディスプレイにそれぞれのＧＵＩ画面を表示すること
ができる。ＩＭＤ１６をプログラムするＧＵＩの例については、図１９Ｅ～図１９Ｉに関
して説明する。
【０２６９】
　メニュー３１２はまた、パラメータ提案ボタン３２２を含む。図１９Ｉに関して後にさ
らに詳細に説明するように、パラメータ提案ボタン３２２を選択するユーザ入力を受け取
ると、プロセッサ８０は、患者１２に対して効果的な刺激を提供する可能性がある刺激電
極と、いくつかの例では、患者１２に対して効果的な治療送達（たとえば、治療の利益を
提供し副作用が最小限である治療送達）のための刺激パラメータ値を提案することができ
るＧＵＩ画面を生成し表示することができる。
【０２７０】
　図１９Ｄに示す例では、プロセッサ８０は、手動プログラミングオプション３１４に関
連するＧＵＩ３１０を提示する。ＧＵＩ３１０はプログラミング画面３２４を含み、それ
により、ユーザは、種々の電極および他の刺激パラメータ値（たとえば、振幅、パルス幅
および／または周波数）を選択し、選択された電極および刺激パラメータ値を用いて試験
刺激を送達し、患者１２に対する刺激の効果を確定しかつ記録することができる。誘導プ
ログラミングオプション３１６が選択されると、プロセッサ８０は、プログラミング画面
３２４に類似するプログラミング画面を含むＧＵＩを提示することができる。しかしなが
ら、プログラマ１４の誘導プログラミング機能は、プロセッサ８０が、ユーザが刺激パラ
メータの少なくとも一部に対する値を選択する順序に対してより多くの制御を実行するこ
とができるという点で、手動プログラミングオプション３１４とは異なり得る。
【０２７１】
　いくつかの例では、生理学プログラミングオプション３１８を選択するユーザ入力を受
け取ると、プロセッサ８０は、ＧＵＩ３３０を提示することができ、その概略図を図１９
Ｅに示す。生理学プログラミングオプション３１８により、ユーザは、図１２、図１３、
図１５Ａ～図１５Ｃ、図１６および図１７に関して上述したように、電極によって検知さ
れた生体電気脳信号に基づいて一方または両方のリード２０の１つまたは複数の電極を評
価することができる。ＧＵＩ３３０は、ユーザが、植え込まれた電極を介して１つまたは
複数の生体電気脳信号を検知するために対話することができるユーザインタフェースを提
供する。図１９Ｅに示す例では、ユーザは、手動でまたはプロセッサ８０を利用して、植
え込まれた電極のアレイから１つまたは複数の刺激電極を選択し、かつ／または少なくと
も、電極によって検知された生体電気脳信号に基づいて一方または両方のリード２０の刺
激電極をランク付けすることができる。
【０２７２】
　図１９Ｅに示すＧＵＩ３３０の例では、ＧＵＩ３３０は、ユーザが単一リード２０Ａの
刺激電極２４を評価することができるインタフェースを提供する。他の例では、プロセッ
サ８０は、ＧＵＩ３３０に類似するＧＵＩを表示することができ、それにより、ユーザは
、別のリード（たとえばリード２０Ｂ）または一度に複数のリード（たとえば、図１に示
すように患者１２に複数のリードが植え込まれる場合）の刺激電極を選択しかつ／または
ランク付けすることができる。このように、いくつかの例では、ＧＵＩ３３０は、それぞ
れの電極２４、２６の組を備えた２つのリード２０Ａ、２０Ｂを含むリード構成等、ＧＵ
Ｉ３３０に概略的に示される他のリード構成の概略図を含むことができる。図１９Ｅ～図
１９Ｉを、主に、説明を簡単にするために、リード２０Ａの電極２４のアレイから刺激電
極を選択することに主に説明する。
【０２７３】
　ＧＵＩ３３０は、ユーザが、ＩＭＤ１６によって検知された生体電気脳信号の対象とな
る周波数帯域を選択することができるメニューを含む。上述したように、生体電気脳信号
は、ＥＥＧ、ＥＣｏＧ、単一細胞記録またはＬＦＰを含むことができる。いくつかの例で
は、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６（図２）は、たとえば生体電気脳信号であり得る、
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検知された患者パラメータ信号の１つまたは複数の選択された周波数帯域内のエネルギー
レベルを抽出する周波数選択的検知回路を含む。したがって、いくつかの例では、メニュ
ー３３２を介して周波数帯域が選択されると、プロセッサ８０は、検知モジュール４６を
制御して、生体電気脳信号のユーザが選択した周波数帯域内のエネルギーレベルを抽出す
ることができる。
【０２７４】
　いくつかの例では、検知モジュール４６の周波数選択的検知回路は、チョッパ安定化ス
ーパヘテロダイン計測用アンプおよび周波数解析ユニットを含むことができ、ヘテロダイ
ン式、チョッパ安定化アンプ構造を利用して、生体電気脳信号等の生理学的信号の選択さ
れた周波数帯域を、解析用のベースバンドに変換することができる。生理学的信号を、１
つまたは複数の選択された周波数帯域において解析して、本明細書に記載するように１つ
または複数の特徴を確定することができる。いくつかの例では、ＩＭＤ１６の検知モジュ
ール（図２）は、１つまたは複数の患者パラメータを示す１つまたは複数の信号の同じか
または異なる周波数帯域を抽出する複数のチャネルを含む。
【０２７５】
　本開示の技法、回路および装置に適しているかまたはそれらに適合され得るさまざまな
追加のチョッパアンプ回路の例は、「チョッパ安定化計測用アンプ（ＣＨＯＰＰＥＲ　Ｓ
ＴＡＢＩＬＩＺＥＤ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＡＴＩＯＮ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ）」と題し
２００８年１月１０日に発行された、Ｄｅｎｉｓｏｎに対する米国特許第７，３８５，４
４３号に記載されている。ヘテロダイン式、チョッパ安定化アンプ構造を利用することが
できる周波数選択的モニタの例は、「生理学的信号の周波数選択的モニタリング（ＦＲＥ
ＱＵＥＮＣＹ　ＳＥＬＥＣＴＩＶＥ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＯＦ　ＰＨＹＳＩＯＬＯＧ
ＩＣＡＬ　ＳＩＧＮＡＬＳ）」と題し、２００７年９月２６日に出願された、Ｄｅｎｉｓ
ｏｎらによる米国仮特許出願第６０／９７５，３７２号と、「生理学的信号の周波数選択
的モニタリング（ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＳＥＬＥＣＴＩＶＥ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　Ｏ
Ｆ　ＰＨＹＳＩＯＬＯＧＩＣＡＬ　ＳＩＧＮＡＬＳ）」と題し、２００８年２月１日に出
願された、Ｄｅｎｉｓｏｎらによる本願と同一の譲受人に譲渡された米国仮特許出願第６
１／０２５，５０３号と、「周波数選択的ＥＥＧ検知回路（ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＳＥＬ
ＥＣＴＩＶＥ　ＥＥＧ　ＳＥＮＳＩＮＧ　ＣＩＲＣＵＩＴＲＹ）」と題し、２００８年７
月２４日に出願された、本願と同一の譲受人に譲渡された米国仮特許出願第６１／０８３
，３８１号とに記載されている。チョッパアンプ回路のさらなる例は、「生理学的信号の
周波数選択的モニタリング（ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＳＥＬＥＣＴＩＶＥ　ＭＯＮＩＴＯＲ
ＩＮＧ　ＯＦ　ＰＨＹＳＩＯＬＯＧＩＣＡＬ　ＳＩＧＮＡＬＳ）」と題し、２００８年９
月２５日に出願された、Ｄｅｎｉｓｏｎらによる本願と同一の譲受人に譲渡された米国特
許出願公開第２００９／００８２６９１号にもさらに詳細に記載されている。
【０２７６】
　生体電気脳信号の重要な周波数帯域においてエネルギーを直接抽出する検知モジュール
４６を使用して、柔軟であり、ロバストでありかつ比較的低ノイズであるアーキテクチャ
を用いて、重要な生理学的周波数での帯域電力を抽出することができる。チョッパ安定化
は、優れたプロセス耐性を有するマイクロパワー用途（たとえば植込み型機器）において
低周波数神経信号を増幅するノイズおよび電力効率の高いアーキテクチャである。チョッ
パ安定化アンプを、広ダイナミックレンジの高Ｑフィルタを提供するように適合させるこ
とができる。チョッパ安定化アンプを含む検知モジュール４６は、通信システムで使用さ
れるスーパヘテロダイン受信機に類似する方法でエネルギーの標的帯域を直流（ＤＣ）に
再度中心を置くようにするために、チョッパアンプ内のクロックをわずかにずらすことが
できる。いくつかの例では、選択された周波数帯域内の帯域電力を抽出するには、電力抽
出断内で結合される２つの平行な信号経路（同位相かつ直交）が必要である。電力出力信
号をローパスフィルタリングすることができ、それにより、周波数帯域においてスペクト
ルパワーの変動を表す出力がもたらされる。
【０２７７】
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　周波数選択メニュー３３２は、ユーザが、患者非特定であるかまたは患者特定の周波数
帯域であり得る所定の周波数帯域３３４か、または他の方法でユーザが指定した周波数帯
域３３６から選択することができるボックスを含む。たとえば、ユーザは、たとえば、周
辺ポインティングデバイス、タッチスクリーンまたは別の入力機構を介して、メニュー３
３２に示される対象となる周波数帯域に隣接するボックスをチェックする入力を提供する
ことができる。対象となる周波数帯域が表示されない場合、いくつかの例では、ユーザは
、たとえばキーボード、キーパッドまたは別の入力機構を介して、周波数帯域を選択する
入力を提供することができる。
【０２７８】
　患者１２の脳２８内の種々の活動に、種々の周波数帯域が関連する。脳２８内で検知さ
れる生体電気脳信号のいくつかの周波数帯域成分は、特定の患者状態（たとえば症状）と
患者状態の異常な脳活動症状を、他の周波数成分より明らかにする可能性があると考えら
れる。ユーザは、メニュー３３２から周波数帯域を選択するか、またはＩＭＤ１６が管理
するように実施される患者状態に基づいて患者特定の周波数帯域を入力することができる
。周波数帯域の一例を表１に示す。
【０２７９】
【表３】

 
【０２８０】
　表１に示す周波数帯域に対する周波数範囲は、単に例である。周波数範囲は他の例では
異なってもよい。たとえば、周波数帯域に対する周波数範囲の別の例を表２に示す。
【０２８１】
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【表４】

 
【０２８２】
　一例では、ユーザは、患者１２に特定の情報に基づいて、または２人以上の患者１２か
ら収集されたデータに基づいて刺激電極の組合せを選択する生体電気脳信号の周波数帯域
を選択することができる。上述したように、患者状態を管理するための刺激に対する標的
組織部位を特定するために有用な周波数帯域を、特定の患者１２に特定とすることができ
、または同様の状態の患者の群に汎用とすることができる。プロセッサ８０は、いくつか
の例では、ユーザによって示される患者状態に基づいて、検知された生体電気脳信号から
抽出すべき周波数帯域を提案することができる。いくつかの例では、いくつかの電極２４
は、単に刺激を検知するかまたは刺激を送達するのみであってもよく、その場合、プロセ
ッサ８０は、ＩＭＤ１６がＧＵＩ３３０を介して生体電気脳信号を検知することができる
電極の組合せに対するこうした制約を示すことができる。
【０２８３】
　ＧＵＩ３３０はまた、格納ボタン３３８、実行ボタン３４０およびランクボタン３４２
を含む。ボタン３３４、３３６、３４２は、本明細書に記載する他のＧＵＩの他のボタン
と同様に、それぞれのＧＵＩ内の選択可能なオブジェクト（たとえば、本明細書ではボタ
ンまたは仮想ボタンとも呼ぶ）として表示される。ユーザは、ＧＵＩ３３０内で所望のボ
タン３３４、３３６、３４２の上でカーソルを移動させ、選択されたボタンの上でカーソ
ルをダブルクリックすることにより、カーソルが選択されたボタンの上にある間にエンタ
ーボタン（たとえばキーボードまたはキーパッド上）を選択することにより、または他の
あらゆる適当な技法を用いる等により、あらゆる適当な技法を用いてボタン３３４、３３
６、３４２を選択することができる。他の例では、ボタン３３４、３３６、３４２は、Ｇ
ＵＩ３３０内に表示されるオブジェクトではないが、専用の物理的に押下可能なボタンか
、またはプログラマ１４のユーザインタフェース８４の一部であるソフトキーである。
【０２８４】
　実行ボタン３４０を選択するユーザ入力を受け取ると、プログラマ１４のプロセッサ８
０は、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６を制御して、たとえば図１２、図１３、図１５Ａ
～図１５Ｃ、図１６および図１７に関して説明した技法のうちの１つまたは複数を使用し
て、リード２０Ａの電極２４を用いて複数の生体電気脳信号を検知することができる。た
とえば、プログラマ１４のプロセッサ８０は、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６を制御し
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て、単極構成でリード２０Ａの各電極２４を用いて、または双極構成でリード２０Ａの電
極２４の各組合せを用いて、生体電気脳信号を検知することができる。いくつかの例では
、実行ボタン３４０を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６
のプロセッサ４０に対して命令（たとえば信号）を送信することができ、プロセッサ４０
は、それにより、検知モジュール４６を制御して生体電気脳信号を検知することができる
。命令を、プログラマ１４からＩＭＤ１６に、それぞれの遠隔測定モジュール８６、５０
を介して送信することができる。
【０２８５】
　ＩＭＤ１６が、たとえば図１２、図１３、図１５Ａ～図１５Ｃ、図１６および図１７に
関して説明した技法のうちの１つまたは複数を用いて、生体電気脳信号を検知した後、ユ
ーザは、標的組織部位に対する電極の近接性に基づいて電極をランク付けすることができ
る。図１９Ｅに示すＧＵＩ３３０の例では、ユーザは、電極２４のランク付けが望まれる
ことを示す入力をプロセッサ８０に提供するために、ランクボタン３４２を選択すること
ができる。ランクボタン３４２を選択するユーザ入力を受け取ることに応じて、プロセッ
サ８０は、ユーザがメニュー３３２を介して信号を解析するための周波数帯域を選択した
か否かを判断することができる。周波数帯域が選択されていなかった場合、プロセッサ８
０は、メモリ８２に格納されているデフォルト周波数帯域に基づいて生体電気脳信号を解
析することができる。他の例では、周波数帯域が選択されていなかった場合、プロセッサ
８０は、ユーザにテキスト文字によるプロンプトおよび／または強調表示メニュー３３２
を表示すること等により、ユーザに対し、周波数帯域を選択するように促すことができる
。
【０２８６】
　ランクボタン３４２を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１
６の検知モジュール４６によって検知された生体電気脳信号の少なくとも１つの特性に基
づいて電極２４を自動的にランク付けする。いくつかの例では、プロセッサ８０は、電極
によって検知された生体電気脳信号のユーザが選択した周波数帯域内の電力レベルによっ
て示すことができる、標的組織部位に対する電極の近接性に基づいて、電極２４をランク
付けする。標的組織部位への近接性に基づいて電極２４、２６を自動的にランク付けする
ようにプロセッサ８０が実施することができる技法例は、Ｍｏｌｎａｒらによる米国特許
出願第１２／６３９，７１７号および同第１２／６３９，６７８号にさらに詳細に記載さ
れている。他の例では、プロセッサ８０は、図１２、図１３、図１５Ａ～図１５Ｃ、図１
６および図１７に関して説明した技法のうちの１つまたは複数を実施して、いずれの電極
２４、２６が標的組織部位に最も近いかを判断する。
【０２８７】
　Ｍｏｌｎａｒらによる米国特許出願第１２／６３９，７１７号および同第１２／６３９
，６７８号にさらに詳細に記載されているように、いくつかの例では、標的組織部位への
電極の近接性を、選択された周波数帯域（たとえばメニュー３３２における周波数帯域選
択によって示される）における相対的な帯域電力（またはエネルギー）レベルに基づいて
確定することができる。相対的な帯域電力は、検知された信号の総電力に対する検知され
た信号のベータ帯域における電力の比であり得る。したがって、いくつかの例では、プロ
セッサ８０は、ＩＭＤ１６の検知モジュール４６が、標的組織部位に最も近い電極として
相対的なベータ帯域電力が最大である生体電気脳信号を検知した際に用いられた電極２４
をランク付けする。
【０２８８】
　他の例では、Ｍｏｌｎａｒらによる米国特許出願第１２／６３９，７１７号および同第
１２／６３９，６７８号にさらに詳細に記載されているように、標的組織部位に対する電
極の近接性を確定するために、プロセッサ８０は、治療を送達する標的組織部位が２つの
検知電極の間に位置することができる時にいずれの電極が標的組織部位に最も近いかを示
す、図１５Ａ～図１５Ｃに関して説明したもののようなアルゴリズムを実施することがで
きる。標的組織微が、２つの検知電極の間に直接位置する場合、検知電極のうちのいずれ
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が標的組織部位に最も近いかを判断するには、選択された周波数帯域内で相対的な電力レ
ベルが最も高い生体電気信号を検知した１つまたは複数の電極を単純に確定するより、複
雑な技法が必要であり得る。本明細書に記載する例では、プロセッサ８０は、標的組織部
位の最も近くに位置する１つまたは複数の電極を確定するために、標的組織部位が検知さ
れた電極の間に位置するか否かを判断するアルゴリズム（メモリ８２または別のメモリに
よって格納される命令として格納することができる）を実行することができ、それを標的
組織部位の最も近くに位置する１つまたは複数の電極を確定するために適用することがで
きる。アルゴリズムは、相対的なベータ帯域電力レベルの複数の相対値を確定することで
あって、各相対値が、２つの異なる電極によって検知された２つの生体電気信号の相対的
なベータ帯域電力レベルに基づく、確定することと、複数の相対値に基づいて標的組織部
位に最も近い１つまたは複数の検知電極を選択することとをさらに含む。
【０２８９】
　いくつかの例では、ＧＵＩ３３０は、患者１２に植え込まれた１つまたは複数のリード
（図１９Ｅに示す例では、例示を簡単にするために１つのリードのみを示す）のグラフィ
カル表現３３４と、生体電気脳信号に関連するデータとを含む。たとえば、図１９Ｅに示
す例では、ＧＵＩ３３０は、植え込まれたリードの電極の種々の群の各々を介して検知さ
れた生体電気脳信号の電力分布を示すグラフ３４６と、植え込まれたリードの電極の種々
の群によって検知されるピーク電力レベルを示すグラフ３４８とを含む。他の例では、プ
ロセッサ８０は、ＧＵＩ３３０において、他のフォーマットのグラフ（たとえば線グラフ
）または他のタイプの情報を提供するグラフ等、他のタイプのグラフを含むことができる
。
【０２９０】
　電極２４を自動的にランク付けした後、プロセッサ８０は、ＧＵＩ３３０の種々のデー
タ画面を更新することができる。たとえば、図１９Ｅに示す例では、プロセッサ８０は、
標的組織部位に対する電極２４のランク付けを示すように、リード２０Ａおよび電極２４
のグラフィカル表現３４４を更新する。図１９Ｅに示すＧＵＩ３３０の例では、プロセッ
サ８０は、電極２４Ｄが標的組織部位に最も近く、電極２４Ｃが標的組織部位に２番目に
近く、電極２４Ｂが標的組織部位に３番目に近く、電極２４Ａが標的組織部位に４番目に
近いと判断している。ＧＵＩ３３０は、電極ランク付けのテキスト指示を含み、それによ
り、ユーザは、ＧＵＩ３３０を見て、電極を介して検知された生体電気脳信号に従ってい
ずれの電極２４が標的組織部位に最も近いかを比較的迅速に確認することができる。他の
例では、電極ランク付けの他の指示を用いることも可能である。たとえば、他の例では、
プロセッサ８０は、標的組織部位に対する確定された近接性に基づいて電極２４のグラフ
ィカル表現を色分けすることができる。
【０２９１】
　電極２４がランク付けされる順序は、いずれの電極が最も効果的な刺激治療を提供する
ことができるかを示してもよく、または必ずしも示さない可能性もある。たとえば、図１
９Ｅに示す例では、電極２４Ｄが標的組織部位に最も近いが、後に、電極２４Ｄを介して
送達される刺激治療により、刺激治療が電極２４Ｃを介して送達される時には存在しない
刺激が誘発する副作用をもたらすと判断される可能性がある。こうした場合、副作用を示
すユーザ入力に基づいて、ユーザまたはプロセッサは、刺激を送達するために次にランク
が高い電極または異なる電極を選択することができる。
【０２９２】
　プロセッサ８０は、図１９Ｅに示すように、電極がリード２０Ａの長手方向軸に実質的
に沿った方向にずれている場合に、標的組織部位に対する近接性に基づいて電極をランク
付けすることができる。さらに、いくつかの例では、プロセッサ８０は、一方または両方
のリード２０の長手方向軸によって示される方向以外の方向に電極が配置されている場合
に、標的組織部位に対する近接性に基づいて電極をランク付けすることができる。たとえ
ば、プロセッサ８０は、図１６および図１７に関して説明したアルゴリズムのうちの１つ
または複数を実施して、リードの長手方向軸に沿った軸方向の位置を共有するが、半径方
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向の位置が異なる複数の分割電極または部分リング電極の各々によって示される方向（た
とえばリードの長手方向軸に対して実質的に垂直な方向）において、標的組織部位の位置
を特定するのに役立つことができる。これらの例では、リード２０Ａのグラフィカル表現
３４４を、相対的な電極の配置および電極のランク付けを含むように更新することができ
る。
【０２９３】
　グラフ３４６は、植え込まれたリード２０Ａの電極２４の種々群の各々を介して検知さ
れる生体電気脳信号の電力分布を示す。特に、図１９Ｅに示す例では、グラフ３４６は、
双極電極構成で電極２４Ｄおよび２４Ｃによって検知された第１の生体電気脳信号３５０
と、双極形態で電極２４Ｃおよび２Ｂによって検知された第２の生体電気脳信号３５２と
、双極構成で電極２４Ｂおよび２４Ａを介して検知された第３の生体電気脳信号３５４と
の電力分布を示す。グラフ３４６は、電極２４を介して検知された生体電気脳信号３５０
、３５２、３５４の相対的な電力レベルに関連する有用な情報と、２つ以上の周波数帯域
に対する電力レベルの分布とを提供することができる。ユーザは、たとえば、グラフ３４
６に基づいて、電極２４Ｄおよび２４Ｃを介して検知された第１の生体電気脳３５０信号
が、電極２４Ｂおよび２４Ａを介して検知された第３の生体電気脳信号３５４よりはるか
に総電力レベルが高かったということを比較的迅速に判断することができる。ユーザはま
た、グラフ３４６に基づいて、電極２４Ｄおよび２４Ｃを介して検知された第１の生体電
気脳信号３５０が、電極２４Ｂおよび２４Ａを介して検知された第３の生体電気脳信号３
５４より特定の周波数内の総電力レベルがはるかに高かったことを比較的迅速に判断する
ことも可能である。
【０２９４】
　グラフ３４８は、標的組織部位が電極２４Ｄの最も近くに位置するシナリオに対して、
リード２０Ａ（電極２４Ａ～２４Ｄを含む）の各電極の組合せの相対的なベータ帯域電力
レベルの相対値を示す。図１９Ｅに示す例では、両グラフ３４６および３４８は、Ｒｅｄ
ｍｏｎｄ、ＷａｓｈｉｎｇｔｏｎのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによっ
て市販されているＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｅｘｃｅｌを用いて生成されてい
る。標的組織部位は、点源としてモデル化されており、検知電極の各々によって検知され
た細胞外電位が、以下の式を用いて確定された。
【０２９５】
【数１】

 
【０２９６】
式中、Ｖｅは細胞外電位であり、Ｉｓｒｃ（Ｉｓｏｕｒｃｅ）はモデル化された点源の大
きさであり、σは細胞外媒体組織の導電率であり、ｒは点源と記録部位との間の距離であ
る。この場合、σは、１メートル辺り０．２３シーメンスとしてモデル化され、ｒは、電
極が配置されるリードの長手方向軸から１ミリメートルであるものとしてモデル化されて
いる。電位（たとえば、生体電気脳信号を表すことができる）は、直線状リードに沿った
４つの位置で検知された。各位置の間の３ミリメートルの間隔を用いて、各々の間に３ミ
リメートルの間隔がある複数の電極を含む、１つのタイプの一般に使用される直線状リー
ドにおける電極間の間隔がモデル化された。他の例では、電極は、異なる間隔、たとえば
２ミリメートルを有していてもよい。
【０２９７】
　グラフ３４８は、複数の電極の組合せに対して相対的なベータ帯域電力レベルの相対値
を示し、それにより、相対的なベータ帯域電力レベルの相対値は、単極構成で第１の電極
によって検知された第１の生体電気脳信号のベータ帯域電力レベルと、単極構成で第２の
電極２４Ｄによって検知された第２の生体電気脳信号のベータ帯域電力レベルとの絶対差
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を示す。図１９Ｅに示す例では、グラフ３４８は、電極の組合せ２４Ａ－２４Ｂが、およ
そ１２．９２４３ミリボルト（ｍＶ）の相対値３５６を有し、電極の組合せ２４Ｂ－２４
Ｃが、およそ２９．３２８４ｍＶの相対値３５８を有し、電極の組合せ２４Ｃ－２４Ｄが
、およそ１１６．８６５ｍＶの相対値３６０を有し、電極の組合せ２４Ａ－２４Ｄが、お
よそ１５９．１１７ｍＶの相対値２６２を有するシナリオを示す。相対値３６０が相対値
３５８より大きく、かつ相対値３５８が相対値３５６より大きいため、プロセッサ８０は
、図１５Ａ～図１５Ｃに示すもののようなアルゴリズムを実施する時、電極２４Ａ～２４
Ｃと比較して標的組織部位が電極２４Ｄに最も近いと判断する。
【０２９８】
　ユーザは、生体電気脳信号を確定し、メニュー３３２を介してユーザによって選択され
た周波数帯域内の周波数領域特性に基づいて電極をランク付けした後、格納ボタン３３８
を選択することによって電極のランク付けを格納することができる。格納ボタン３３８を
選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、プログラマ１４のメモリ８２また
は別のデバイスのメモリに、ＧＵＩによって示されるリード２０Ａのグラフィカル表現３
４４によって表示される電極２４の現ランク付けを格納することができる。電極のランク
付けを格納する代りにまたはそれに加えて、ユーザは、メニュー３３２を介してユーザに
よって選択された周波数帯域内の異なる周波数領域特性によって示されるように、標的組
織部位に対する近接性に基づいて、電極のランク付けを再実行するように選択することが
できる。ユーザは、メニュー３３２を介して別の周波数帯域を選択し、その後、実行ボタ
ン３４０を選択することができる。
【０２９９】
　ユーザは、さまざまな理由で電極２４の種々の組合せを介して生体電気脳信号の検知を
再実行することができる。たとえば、ユーザは、グラフ３４６を検討して、選択された周
波数帯域内の生体電気脳信号の各々の電力分布が比較的同じであり、それにより、選択さ
れた周波数帯域が電極２４をランク付けするのに有用ではないことが示されていると判断
することができる。別の例では、ユーザは、グラフ３４８を検討し、電極２４の種々の対
のピーク電力分布が、比較的同じであるか、または少なくとも、標的組織部位に対する近
接性に基づいて電極２４をランク付けするのに役立たないレベルであると判断することが
できる。いくつかの例では、試行錯誤を利用して、標的組織部位を明らかにし、かつ標的
組織部位に対する電極２４の近接性を識別するに有用である特定の周波数帯域を確定する
ことができる。ユーザが、広い周波数帯域が、特定の患者状態に関連する標的組織部位を
明らかにすることを知っている可能性があるが、特定の下位周波数帯域は、１回または複
数回の試行ランク付けがＧＵＩ３３０を介して行われるまで既知ではない可能性がある。
【０３００】
　図１９Ｆに示すように、プログラマ１４のプロセッサ８０はまたＧＵＩ３７０も提示す
ることができ、ユーザはそれと対話して、植え込まれたリード２０に近接する患者１２の
組織の生理学的モデルに基づいて、ＩＭＤ１６が患者１２に刺激を送達する際に用いられ
る１つまたは複数の刺激電極を選択することができる。図８および図９に関して説明した
ように、プロセッサ８０は、検知された生体電気脳信号に基づいて、たとえば図１９Ｅに
示すＧＵＩ３３０を用いて生成される患者データに基づいて、１つまたは複数の刺激電極
の組合せを選択し、生理学的モデル、たとえば、ＧＵＩ３７０によって表示される生理学
的モデルに基づいて、電極の組合せの選択を確認することができ、または、プロセッサ８
０は、生理学的モデル、たとえばＧＵＩ３７０を用いて生成される患者データに基づいて
１つまたは複数の刺激電極の組合せを選択し、生体電気脳信号に基づいて電極の組合せの
選択を確認することができる。ユーザは、たとえば図１９Ｅに示すＧＵＩ３３０に関して
説明したように、標的組織部位に対する電極の近接性に基づいて電極２４をランク付けす
る前にまたはランク付けした後に、ＧＵＩ３７０を見ることができる。
【０３０１】
　プロセッサ８０は、生理学的モデルボタン３２０を選択するユーザ入力を受け取ると、
ＧＵＩ３７０を表示することができる。生理学的モデルボタン３２０は、植え込まれた電
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極に近接する患者１２の組織の特性を示す生理学的モデルに基づいて、ＩＭＤ１６が患者
１２に刺激を送達する際に用いられる１つまたは複数の刺激電極を選択するオプションを
、ユーザに提供する。図１８に関して上述したように、プログラマ１４は、臨床医が、リ
ード位置、１つまたは複数の解剖学的構造および／または治療野（たとえば活性化される
組織の体積）を視覚化するのに役立つ生理学的モデルを生成しかつ表示することができる
。ＧＵＩ３７０は、生理学的モデルを表示するグラフィカルユーザインタフェースの別の
例である。
【０３０２】
　ＧＵＩ３７０は、植え込まれた電極２４に近接する患者１２の組織３７２のグラフィカ
ル表現と、組織３７２のグラフィカル表現によって示される脳２８の大脳半球を示すイン
ジケータ３７４と、組織３７２のグラフィカル表現によって示される組織の詳細を制御す
るメニュー３７６、３７８と、ユーザが１つまたは複数の刺激パラメータ値を変更するた
めに対話することができるさまざまなユーザインタフェース機構とを含む。図１９Ｆに示
す例では、ＧＵＩ３７０は、電極選択コントロール３８０、振幅コントロール３８２、パ
ルス幅コントロール３８４、周波数コントロール３８６、リード３８８のグラフィカル表
現およびケース電極３８９のグラフィカル表現を含む。リード３８８のグラフィカル表現
は、電極２４のグラフィカル表現を含む。治療システム１０がケース電極を含まない例等
、いくつかの例では、ＧＵＩ３７０は、ケース電極３８９のグラフィカル表現を含まない
場合があり、またはケース電極３８９は、ＧＵＩ３７０に含まれるが、非選択可能オブジ
ェクトとして含まれる場合があり、それにより、ユーザは、刺激電極としてケース電極３
８９を選択することができない。
【０３０３】
　図１９Ｆに示す例では、組織３７２のグラフィカル表現は、リード２０が脳２８内に植
え込まれるため、患者１２の脳２８内の組織のグラフィカル表現を示す。さらに、図１９
Ｆに示す例では、脳２８の組織の画像、特に脳２８の横断像が示されている。他の例では
、ＧＵＩ３７０に、脳２８の少なくとも一部の概略表現（たとえばコンピュータ支援レン
ダリング）かまたは脳２８以外の患者１２の領域における組織の画像もしくは概略表現等
、他のタイプのグラフィカル表現を含めることができる。図１９Ｆに脳２８の一部が示さ
れており、患者１２は、脳２８内に２つのリード２０が植え込まれているため、インジケ
ータ３７４は、ＧＵＩ３７０によって示される脳２８に対して大脳半球を示す。しかしな
がら、リードが組織の別の領域に植え込まれる例等、他の例では、インジケータ３７４は
、異なる領域（たとえば、ＧＵＩ３７０によって示す中線の側部）を提供することができ
る。さらに、いくつかの例では、ＧＵＩ３７０は、インジケータ３７４を含まない場合も
ある。
【０３０４】
　図１９Ｆに示す例では、脳２８の右脳に植え込まれるリード２０Ａに近接する組織が示
されている。治療システムが複数のリードを含む例では、プロセッサ８０は、植え込まれ
たリードの各々に対してＧＵＩ３７０に類似する別個のＧＵＩ、および／または複数のリ
ードに近接する組織を示す単一のＧＵＩを生成しかつ表示することができる。たとえば、
治療システム１０に関して、プロセッサ８０はまたＧＵＩ３７０に類似するＧＵＩを生成
しかつ表示することができ、ユーザはそれと対話して、生理学的モデルに基づいて刺激電
極としてリード２０Ｂの１つまたは複数の電極２６を選択することができる。このように
、ＧＵＩ３７０の説明は、リード２０Ｂに近接する組織を示すＧＵＩの説明にも適用可能
であり得る。
【０３０５】
　リード２０は、脳２８の体積内に植え込まれる。このため、プロセッサ８０が、図１９
Ｆに示すように脳２８の２Ｄ像を提示する場合、脳２８の１つの深さのみにおける組織か
または１つの角度から見た組織の表現を示すことができる。図１９Ｆに示す例では、ＧＵ
Ｉ３７０は、ユーザが、組織３７２の表示されたグラフィカル表現によって示される脳２
８の像を選択することができるオプションを含む。ユーザは、メニュー３７６と対話して
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、組織３７２のグラフィカル表現によって示される脳２８の組織の像を選択することがで
きる。一例では、図１９Ｆに示すように、メニュー３７６は、ユーザがリード２０Ａの植
え込まれた電極２４（図１に示すように脳２８の右脳に植え込まれる）に近接する組織の
横断像、矢状断像、冠状断像、横断像、矢状断像および冠状断像の３つすべて、ならびに
電極２４に近接する脳２８の組織の３Ｄ像を見ることができるオプションを提供するプル
ダウンメニューである。横断像は、脳２８の中心軸に向かって見る観点からの患者１２の
脳２８の像であり得る。冠状断像は、脳２８の前後の垂直断面であり得る。脳２８の矢状
断像を、冠状断像または横断像に対して実質的に垂直な観点から得ることができる。
【０３０６】
　メニュー３７６から像を選択するユーザ入力を受け取ることに応じて、プロセッサ８０
は、ＧＵＩ３７０に示される組織３７２のグラフィカル表現を、リード２０に近接する脳
２８の組織の選択された像を含むように更新することができる。いくつかの例では、脳２
８の種々の画像または他のデジタル表現（たとえばコンピュータレンダリング）を、プロ
グラマ１４のメモリ８２の生理学的モデルデータ９２（図４）の一部として格納すること
ができる。組織の種々のグラフィカル表現をプログラマ１４内に局所的に格納する代りに
またはそれに加えて、画像および他の生理学的モデルデータ９２を、リモートデータベー
スに格納することができる。メニュー３７８は、ユーザに対して脳２８の術後画像（たと
えば、リード２０が植え込まれた後）をアップロードし、術後画像を含むようにＧＵＩ３
７０を更新するために提供するサブメニュー３９０を含む。メニュー３９０は、アップロ
ードボックス３９０Ａおよび表示ボックス３９２Ａを含み、ユーザは、それぞれ、プロセ
ッサ１４による術後画像のアップロードおよび術後画像を含むＧＵＩ３７０のアップロー
ドを開始するために選択することができる（たとえば、周辺ポインティングデバイスによ
ってボックス内をクリックすることによる）。脳２８の術後画像を、プログラマ１４のメ
モリ８２（図４）かまたは別のデバイス（たとえばリモートデータベース）のメモリによ
って格納することができる。メニュー３９０によって提供されるオプションを、たとえば
ＧＵＩ３７０によって表示される組織３７２の関連するグラフィカル表現を生成するため
に、プログラマ１４の生理学的モデルボタン３２０と最初に対話する時に、ユーザが選択
することができる。
【０３０７】
　ユーザはまた、ＧＵＩ３７０のメニュー３７８と対話することによって、組織３７２の
グラフィカル表現によって表示される情報のタイプも制御することができる。たとえば、
プログラマ１４のプロセッサ８０は、たとえば組織３７２のグラフィカル表現によって示
される脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を強調表示する（たとえば、ラベル付けす
る、色分けする、または輪郭を描く）ことにより、ＧＵＩ３７０によって示される組織３
７２のグラフィカル表現をユーザが理解するのに役立つことができる。図１９Ｆに示す例
では、ＧＵＩ３７０のメニュー３７８は、プロセッサ８０が組織３７２のグラフィカル表
現内に含む脳構造の像を選択するサブメニュー３９２を含む。メニュー３９２は、２Ｄ像
３９２Ａおよび３Ｄ像３９２Ｂを含み、それらは、図１９Ｆに示す例では、各々、たとえ
ば周辺ポインティングデバイスによってボックス内をクリックすることにより、ユーザが
選択することができる選択ボックスである。２Ｄ像３９２Ａを選択するユーザ入力を受け
取ると、プロセッサ８０は、ユーザインタフェース８４を制御して、植え込まれた電極２
４に近接する脳２８の組織３７２の２Ｄグラフィカル表現を表示することができる。さら
に、３Ｄ像３９２Ｂを選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、ユーザイン
タフェース８４を制御して、植え込まれた電極２４に近接する脳２８の組織３７２の３Ｄ
グラフィカル表現を表示することができる。いくつかの例では、プログラマ１４を、脳２
８の２Ｄ像または３Ｄ像の一方のみを一度に表示することができるように構成してもよい
。他の例では、プログラマ１４を、ＧＵＩ３７０内に脳２８の２Ｄ像および３Ｄ像の両方
を同時に（たとえば異なるサブウィンドウ内に）表示することができるように構成しても
よい。
【０３０８】
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　ＧＵＩ３７０はまた、ユーザが２Ｄ像３９２Ａおよび３Ｄ像３９２Ｂを選択する際に選
択することができるオプションも含む。特に、ユーザは、２Ｄ像３９２Ａを選択した場合
、組織３７２のグラフィカル表現内で、脳２８の解剖学的脳構造の輪郭を見るために「輪
郭表示」３９４ボックスを選択し、脳２８の解剖学的構造のテキストラベルを見るために
「ラベル表示」ボックス３９６を選択することができる。「輪郭表示」ボックス３９４を
選択するユーザ入力を受け取ることに応じて、プロセッサ８０は、プログラマ１４のメモ
リ８２またはリモートデータベースによって格納された情報にアクセスして、ＧＵＩ３７
０に示される組織３７２のグラフィカル表現に輪郭３９５を追加することができる。図１
９Ｆに示す例では、各輪郭３９５を、画像に示される解剖学的構造の周囲に描かれる線に
よって画定することができる。いくつかの例では、解剖学的構造の輪郭３９５を事前に確
定してもよく、それにより、プロセッサ８０は、事前に確定された輪郭にアクセスし組織
３７２のグラフィカル表現にわたって輪郭を重ね合わせることができる。
【０３０９】
　プロセッサ８０は、テンプレートマッチング、または組織３７２のグラフィカル表現に
含まれる組織の座標に基づく等、何らかの適当な技法を用いて、脳２８の解剖学的構造の
輪郭３９５を生成することができる。たとえば、プロセッサ８０は、所定形状（２Ｄまた
は３Ｄであり得る）を有するテンプレートにアクセスし、組織３７２のグラフィカル表現
に含まれる組織の領域のテンプレート間の最良適合を見つけるアルゴリズムを実施するこ
とができる。アルゴリズムは、テンプレート形状（２Ｄまたは３Ｄ）と、脳２８の組織の
種々の密度または脳２８の画像、または他のグラフィカル表現から特定することができる
他の組織測定によって示される組織の領域との間の適合率を示すことができる。
【０３１０】
　別の例として、プロセッサ８０は、電極２４および／またはリード２０Ａの座標を確定
し、脳２８の解剖学的構造およびそれらの相対的な座標を示す脳２８の図解に座標をマッ
ピングすることにより、組織３７２のグラフィカル表現に示される脳２８の解剖学的構造
の輪郭３９５を生成することができる。電極２４および／またはリード２０Ａ自体に近接
する脳２８の解剖学的構造を示す情報に基づいて、プロセッサ８０は、組織の密度、また
は脳２８の画像または他のグラフィカル表現から特定することができる他の組織特性に基
づいて、解剖学的構造を識別することにより、または組織３７２のグラフィカル表現によ
って表示される解剖学的確認点に解剖学的構造をマッピングすることにより、輪郭３９５
を生成するために、組織３７２のグラフィカル表現に示される解剖学的構造の周囲に線を
配置することができる。プロセッサ８０は、たとえば、脳２８の一部の画像（たとえばＭ
ＲＩ）の上に解剖学図を重ね合わせ、自動的にまたはユーザの支援により、画像に示され
る脳２８の領域の上に適合するように解剖学図を調整し（たとえば、伸張または収縮させ
）、それにより、解剖学図は、寸法が決められかつ画像の上に位置決めされると、画像に
示される構造を示すことができる。
【０３１１】
　他の例では、組織３７２のグラフィカル表現内に輪郭３９５を配置するのではなく、プ
ロセッサ８０は、組織３７２のグラフィカル表現に示される解剖学的構造を色分けするか
、または解剖学的構造を視覚的に識別する別の機構を提供することができる。
【０３１２】
　「ラベル表示」ボックス３９６を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は
、ＧＵＩ３７０内の解剖学的構造のラベル３９７を含むように組織３７２のグラフィカル
表現を更新することができる。ラベル３９７は、組織３７２のグラフィカル表現に示され
る解剖学的構造のうちの１つまたは複数の英数字指示であり得る（たとえば、略記または
正式名称）。図１９Ｆに示す例では、ラベル３９７は、視床下核（ＳＴＮ）、被殻（Ｐｕ
）の内側縁、前交連（ＡＣ）、脳弓（Ｆｘ）の前柱および乳頭体視床束（ＭＴＴ）を示す
。また、組織３７２のグラフィカル表現によって示されるがラベル付けされていないもの
には、赤核、内包、淡蒼球内節および淡蒼球外節がある。
【０３１３】
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　プロセッサ８０は、組織３７２のグラフィカル表現に解剖学的構造ラベル３９７を配置
するために、解剖学的構造の輪郭にアクセスするかまたは提供するために用いられるもの
等の技法を実施することができる。たとえば、プロセッサ８０は、ＧＵＩ３７０に示され
る組織３７２のグラフィカル表現にラベル３９７を関連付けるデータにアクセスすること
ができる。別の例として、プロセッサ８０は、組織３７２のグラフィカル表現によって示
される解剖学的構造を確定するようにテンプレートマッチングするか、または解剖学的構
造ならびにリード２０Ａおよび／または電極２４の座標に基づいて解剖学的構造を確定す
ることにより、ラベル３９７を生成することができる。
【０３１４】
　ＧＵＩ３７０はまた、組織３７２のグラフィカル表現の３Ｄ像（図１９Ｆには示さず）
内に解剖学的構造の輪郭３９５および／またはラベル３９７を含めるオプションも含む。
３Ｄ像３９２ｂおよび「輪郭表示」ボックス３９８を選択するユーザ入力を受け取ると、
プロセッサ８０は、脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造の輪郭に加えて、脳２８の組
織の３Ｄ像を含むように組織３７２のグラフィカル表現を更新することができる。プロセ
ッサ８０は、２Ｄ像内にそれぞれの解剖学的構造の輪郭を生成する「輪郭表示」ボックス
３９４に関して上述したもの等、あらゆる適当な技法を実施することができる。しかしな
がら、２Ｄ輪郭を生成するのではなく、プロセッサ８０は、解剖学的構造の３Ｄ図の輪郭
を描く。２Ｄ例または３Ｄ例のいずれにおいても、組織３７２のグラフィカル表現に示さ
れる組織の部分内に、解剖学的構造全体を表示しない場合もある。したがって、輪郭は、
単に一部であってもよく、または組織３７２のグラフィカル表現によって実際に示される
解剖学的構造の一部の輪郭を描くのみであってもよい。
【０３１５】
　同様に、３Ｄ像３９２ｂおよび「ラベル表示」ボックス４００を選択するユーザ入力を
受け取ると、プロセッサ８０は、脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造のラベルに加え
て、脳２８の組織の３Ｄ像を含むように組織３７２のグラフィカル表現を更新することが
できる。プロセッサ８０は、２Ｄ像内に解剖学的構造の輪郭を生成する「ラベル表示」ボ
ックス３９６に関して上述したもの等、あらゆる適当な技法を実施することができる。
【０３１６】
　図１９Ｆに示す例では、ユーザが、組織３７２のグラフィカル表現によって示される情
報を選択するように対話することができるメニュー３７８はまた、脳２８内で実施される
電極２４を見るオプションをユーザに提供するメニュー４０２も含む。電極メニュー４０
２の下で「表示」ボックス４０４を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は
、１つまたは複数の電極およびいくつかの例ではリード２０Ａのグラフィカル表現を含む
ように、組織３７２のグラフィカル表現を更新することができる。電極のグラフィカル表
現を、実際の電極２４または同様の電極の画像、患者１２内に植え込まれた電極２４のコ
ンピュータ生成レンダリング、または他のあらゆる適当なグラフィカル表現とすることが
できる。
【０３１７】
　ＧＵＩ３７０によって示される電極のグラフィカル表現は、図１８に関して上述したリ
ードアイコン２５４と同様であり得る。リードアイコン２５４と同様に、ＧＵＩ３７０に
よって提示される電極のグラフィカル表現は、脳２８の組織に対する電極２４の同じ位置
決め、患者１２内に植え込まれたリードの電極と同じ相対的な間隔、および脳２８に対す
る植え込まれた電極２４と同様の尺度を含むことができる。このように、ＧＵＩ３７０は
、生理学的情報を表示し、それによって、ユーザが、脳２８の組織に対する電極２４の位
置を確認し、いずれの電極２４が刺激のための標的解剖学的構造および回避すべき解剖学
的構造に近接しているかを、比較的迅速に判断することができる。
【０３１８】
　組織３７２のグラフィカル表現が患者１２の脳２８の実際の画像を含む例では、プロセ
ッサ８０は、患者特定情報に基づいて組織３７２のグラフィカル表現に対して電極２４（
図１９Ｆには示さず）のグラフィカル表現を位置決めすることができる。たとえば、プロ
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セッサ８０は、脳２８の術前ＭＲＩ（たとえば、リード２０が植え込まれる前）にアクセ
スし、脳２８の少なくとも一部の３Ｄ表現を生成するために患者ＭＲＩに脳構造体積をモ
ーフィングすることができ、それは、２Ｄ像３９２Ａが選択された場合に脳２８の種々の
「スライス」のグラフィカル表現を生成するために有用であり得る。そして、プロセッサ
８０は、リード２０の位置を確定するために脳２８の術後ＭＲＩにアクセスすることがで
きる。プロセッサ８０は、術前ＭＲＩ画像および術後ＭＲＩ画像をマージし、電極のグラ
フィカル表現を組織３７２のグラフィカル表現に対して位置決めすべき場所を確定するた
めに、脳構造体積に対してリードの画像を配置することができる。
【０３１９】
　上述したように、いくつかの例では、生理学的モデルは、ＩＭＤ１６が、選択された刺
激電極の組合せおよび他の選択された刺激パラメータ値を介して患者１２に刺激を送達す
ることからもたらされる可能性がある治療野を示す治療野モデルを含む。メニュー３７８
は、ユーザが、電極の特定の組および他の治療パラメータ値に従ってＩＭＤ１６によって
送達される治療の治療野モデルを見るように選択することができるオプションを含む。図
１９Ｆに示す例では、治療野モデルは、刺激治療によって扱われる患者の解剖学的領域に
おいて電場によって活性化されることになるニューロンを示す、活性場を含む。メニュー
３７８は、ＧＵＩ３７０内の活性場４０７のグラフィカル表現の表示を制御する表示ボッ
クス４０６を含む。表示ボックス４０６を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ
８０は、図７および図１８に関して上述した技法を用いて、組織３７２のグラフィカル表
現にわたって活性場４０７のグラフィカル表現を生成しかつ表示することができる。
【０３２０】
　活性場４０７のグラフィカル表現は、刺激治療によって扱われる患者の解剖学的領域に
おいて電場によって活性化されることになるニューロンを示す。図１８に示す治療野２５
６と同様に、ＧＵＩ３７０によって表示される活性場４０７のグラフィカル表現は、ユー
ザが、刺激電極の特定の組および刺激パラメータ値に従ってＩＭＤ１６によって送達され
る治療が、脳２８の組織にいかに影響を与える可能性があるかを視覚化するのに役立つこ
とができる。組織３７２のグラフィカル表現、ならびにいくつかの例では解剖学的構造の
輪郭３９５およびラベル３９７の組合せにおいて、ユーザは、活性場４０７のグラフィカ
ル表現に基づいて、選択された刺激電極および刺激パラメータ値が、標的組織部位（たと
えば、特定の解剖学的構造または解剖学的構造の一部）を刺激するか、または刺激が誘発
する副作用に関連する組織部位の刺激を回避するために有用であるか否かを、比較的迅速
に確認することができる。
【０３２１】
　プロセッサ８０は、電極２４および電極選択コントロール３８０を介して選択された刺
激電極に近接する組織の特性と、電極選択コントロール３８０、振幅コントロール３８２
、パルス幅コントロール３８４および周波数コントロール３８６を介してユーザによって
選択された刺激パラメータ値とに基づいて、活性場４０７のグラフィカル表現を生成する
ことができる。電極選択コントロール３８０は、リード３８９のグラフィカル表現を含み
、それは、それぞれの電極２４のグラフィカル表現と、治療システムがハウジング電極（
ケース電極とも呼ぶ）を含む場合、ケース電極３８９のグラフィカル表現とを含む。ユー
ザは、示された電極２４およびケース電極３８９から１つまたは複数の刺激電極を選択し
、あらゆる適当な技法を用いて選択された電極に極性を割り当てることができる。
【０３２２】
　一例では、電極２４は、選択可能オブジェクトであり、ユーザは、ＧＵＩ３７０内で所
望の電極２４または３８９にわたってカーソルを移動させ、電極を選択するように入力の
決定的な指示を提供することができる（たとえば、マウスのボタンをシングルクリックも
しくはダブルクリックするか、またはプログラマ１４がタッチスクリーンを含む場合はＧ
ＵＩ３７０が表示されている画面を押下することによる）。最初のクリックまたは別の決
定的指示により、電極に第１の極性（たとえば正極性）を割り当てることができ、第２の
後続するクリックまたは他の決定的指示により、電極に第２の極性（たとえば負極性）を



(77) JP 2013-527784 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

割り当てることができる。別の例では、電極２４を、ＧＵＩ３７０内の選択可能なオブジ
ェクトとして表示しない場合もある、ユーザは、表示された電極２４またはケース電極３
８９の上で極性記号（たとえば、正（＋）記号または負（－）記号）を移動させることに
よって電極を選択することができる。電極２４を選択し選択された電極に極性を割り当て
る他の技法が考えられる。プロセッサ８０が電極２４、３８９を選択するユーザ入力を受
け取る特定の技法に関らず、プロセッサ８０によって提示されるＧＵＩ３７０は、ユーザ
が電極を選択し、選択された電極と刺激信号を定義する一組の刺激パラメータ値を介する
ＩＭＤ１６による刺激の送達からもたらされる可能性がある対応する治療野を見るために
対話することができる、ＧＵＩ３７０を提供する。
【０３２３】
　図１９Ｆに示す例では、ＧＵＩ３７０によって、ユーザは、刺激信号の振幅、パルス幅
および周波数を変更することができる。他の例では、ＧＵＩ３７０は、ユーザが、振幅、
パルス幅および周波数に加えてまたはその代りに他の刺激パラメータ値（たとえばデュー
ティサイクル）を変更することができるコントロールを含むことができる。
【０３２４】
　図１９Ｆに示す例では、振幅コントロール３８２、パルス幅コントロール３８４および
周波数コントロール３８６は、各々、ＧＵＩ３７０内に選択可能なオブジェクトとして表
示される、それぞれ上向き矢印４０８Ａ、４１０Ａ、４１２Ａおよび下向き矢印４０８Ｂ
、４１０Ｂ、４１２Ｂと関連付けられる。ユーザは、たとえば、ＧＵＩ３７０内で所望の
矢印の上でカーソルを移動させ、入力の決定的入力を提供することにより（たとえば、マ
ウスのボタンをシングルクリックもしくはダブルクリックするか、またはプログラマ１４
がタッチスクリーンを含む場合はＧＵＩ３７０が表示される画面を押下することによる）
、それぞれの矢印４０８Ａ、４０８Ｂ、４１０Ａ、４１０Ｂ、４１２Ａ、４１２Ｂを選択
することによって、それぞれの刺激パラメータ値を増大または低減させることができる。
ユーザが刺激パラメータ値を変更すると、プロセッサ８０は、図１９Ｆに示すように、刺
激パラメータ値の現値を表示するようにＧＵＩ３７０を更新することができる。
【０３２５】
　いくつかの例では、刺激振幅コントロール３８２に関連する上向き矢印４０８Ａを選択
するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、ＩＭＤ１６の刺激発生器４４（図２）
が、患者１２に送達される刺激信号を生成する刺激振幅を、所定の増分（たとえば０．５
ミリアンペア）で増大させることができる。同様に、下向き矢印４０８Ｂを選択するユー
ザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、所定増分、刺激振幅を低減させることができる
。プロセッサ８０は、矢印４１０Ａ、４１０Ｂを選択するユーザ入力を受け取ると、同様
にＩＭＤ１６によって生成されかつ送達される刺激信号のパルス幅を変更し、矢印４１２
Ａ、４１２Ｂを選択するユーザ入力を受け取ると、同様にＩＭＤ１６によって生成されか
つ送達される刺激信号の周波数を変更することができる。
【０３２６】
　活性場を生成するために、プロセッサ８０は、振幅コントロール３８２、パルス幅コン
トロール３８４および周波数コントロール３８６によって選択された刺激パラメータ値の
組と、電極選択コントロール３８０によって選択された電極２４とにより、電場が原点位
置からいかに伝播するかを判断する。プロセッサ８０は、振幅コントロール３８２、パル
ス幅コントロール３８４および周波数コントロール３８６を介して選択された刺激パラメ
ータ値を電場モデル式（または他の治療野モデル式）に入力し、かつ、電極２４に隣接す
る組織の物理的組織特性（たとえば、組織導電率または組織インピーダンス値）とともに
、ＩＭＤ１６が治療を患者１２に送達する時に生成されることになる推定電場を生成する
。電場を確定すると、プロセッサ８０は、ニューロンモデルが電場モデルにいかに適合す
るかを定義する活性場モデル式を用いて活性場を確定することができる。図７に関して説
明したように、ニューロンモデルは、電場モデル式に基づいて確定される電場によって影
響を受ける、患者の解剖学的データによって定義されるような、解剖学的構造を構成する
特定のニューロンの閾値活動電位を定義する、一組の式、ルックアップテーブル、または
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別のタイプのモデルであり得る。
【０３２７】
　図１９Ｆに示す例では、ＧＵＩ３７０はまた、ユーザがＧＵＩ３７０によって表示され
る画像（患者組織の実際の画像であってもよくまたは実際の画像でない場合もある）を保
存するために選択することができる保存ボタン４１４も含む。ＧＵＩ３７０によって表示
される画像は、組織３７２のグラフィカル表現と、表示される場合は、輪郭３９５、ラベ
ル３９７および活性場４０７（または別の治療野モデル）のグラフィカル表現とを含むこ
とができる。保存ボタン４１４を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、
ＧＵＩ３７０によって表示される画像を生理学的モデルデータ９２の一部として、プログ
ラマ１４のメモリ８２（図４）内に保存することができる。そして、ユーザは、後に解析
するためにメモリ８２から格納された画像を検索することができる。
【０３２８】
　ＧＵＩ３７０はまた、注釈追加ボタン４１６も含む。注釈追加ボタン４１６が選択され
ると、プロセッサ８０は、ＧＵＩ３７０または別個のＧＵＩのウィンドウを開くことがで
き、ユーザは、選択された電極および刺激パラメータ値に関するユーザの観察または後に
調査するための質問に関する注釈等、ウィンドウを介して情報を入力することができる。
ユーザは、プログラマ１４のユーザインタフェース８４のキーボードまたはキーパッドか
らテキストを入力することにより、またはマイクロホンに話すことによる等、あらゆる適
当な技法を用いて情報を入力することができる。プロセッサ８０は、テキスト、音声情報
または他のフォーマットの注釈をメモリ８２に保存することができ、いくつかの例では、
ＧＵＩ３７０によって表示される画像ならびに選択された電極および刺激パラメータ値の
指示に注釈を関連付けることができる。
【０３２９】
　図１９Ｇは、ＧＵＩ３７０（図１９Ｆ）に類似するが、組織３７２のグラフィカル表現
のより近い横断像（たとえば、脳２８のスライスの軸方向向き）を含む、ＧＵＩ４２０を
示す。プロセッサ８０は、メニュー３７６から横断像を選択するユーザ入力を受け取ると
、ＧＵＩ４２０を生成しかつ表示することができる。ＧＵＩ４２０はまた、組織３７２の
グラフィカル表現に示される解剖学的構造の輪郭３９５と、解剖学的構造のラベル３９７
と、活性場４０７のグラフィカル表現とを含む。図１９Ｇに示す例では、輪郭３９５は、
脳２８の視床下核（ＳＴＮ）および赤核の輪郭を描き、ラベル３９７は、そのテキスト指
示を提供する。
【０３３０】
　図１９Ｈは、プログラマ１４によって表示されるＧＵＩ４２０の例を示す画面図であり
、そこでは、ＧＵＩ４２０はユーザに対して生理学的モデルを提示する。ＧＵＩ４２２は
、ＧＵＩ３７０（図１９Ｆ）と同様であるが、組織３７２のグラフィカル表現の２Ｄ像の
代りに組織４２３のグラフィカル表現の３Ｄ像を含む。プロセッサ８０は、メニュー３７
６から３Ｄ像を選択するユーザ入力を受け取ると、ＧＵＩ４２２を生成しかつ表示するこ
とができる。図１９Ｈに示す組織４２３のグラフィカル表現は、植え込まれた電極２４お
よびリード２０Ａに近接する患者の脳２８の組織の３Ｄ透視像を含む。プロセッサ８０は
、あらゆる適当な技法を用いて脳２８の組織４２３の３Ｄ像を含むようにＧＵＩ４２２を
生成することができる。いくつかの例では、プロセッサ８０は、患者１２の脳２８の３Ｄ
医用画像（たとえば、ＭＲＩ、ＣＴまたは別の医療撮像モダリティ）に基づいて組織４２
３のグラフィカル表現の３Ｄ像を生成する。
【０３３１】
　脳２８の画像の代りまたはそれに加えて、プロセッサ８０は、患者１２以外の患者の脳
の画像に基づいて、または患者１２の脳２８または患者に特定ではないより一般的な脳に
基づいて、または他のあらゆる技法を用いて、組織４２３のグラフィカル表現の３Ｄ像を
生成することができる。組織４２３のグラフィカル表現の３Ｄ像を、部分的に透明な表面
およびグレーまたは色合いを用いることによって、プログラマ１４の２Ｄディスプレイに
表示することができる。図１９Ｈに示す例では、組織４２３のグラフィカル表現の３Ｄ像
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は、脳２８の種々の解剖学的構造を視覚的に識別するように陰影がつけられている。
【０３３２】
　図１９Ｈに示す例では、ＧＵＩ４２０はまた、ＧＵＩ２５０（図１８）に示すリードア
イコン２５４に類似していてもよいリード４２４のグラフィカル表現も含む。したがって
、いくつかの例では、リード４２４のグラフィカル表現は、リード２０Ａの概略図か、ま
たは患者１２内に植え込まれた実際のリード２０Ａの画像であり得る。リード４２４は、
ＧＵＩ４２０内の３Ｄオブジェクトとして示される。リード４２４のグラフィカル表現は
、リード２０Ａの電極２４に対応していてもよい電極のグラフィカル表現を含む。プロセ
ッサ８０は、メニュー３７８の電極４０２オプションの下で電極表示ボックス４０４を選
択するユーザ入力を受け取った後、組織３７２のグラフィカル表現内に例としてのリード
４２４のグラフィカル表現を配置することができる。
【０３３３】
　ＧＵＩ２５０におけるリードアイコン２５４と同様に、プロセッサ８０は、脳２８内の
リード２０Ａの実際の植込み位置および向きを表すように、組織４２３のグラフィカル表
現に対してリード４２４のグラフィカル表現を位置決めすることができる。他の例では、
ユーザは、患者１２内に植え込まれた実際のリード２０Ａに対する定位データまたは植込
み座標に基づいて、組織４２３の３Ｄグラフィカル表現内にリード４２４のグラフィカル
表現を手動で配置することができる。ＧＵＩ４２２を利用して、ユーザは、脳２８内のリ
ード２０Ａの位置および向きと、植え込まれたリード２０Ａに近接する解剖学的構造とを
比較的迅速に確認することができる。
【０３３４】
　ＧＵＩ４２０はまた、ＩＭＤ１６が、刺激電極および刺激パラメータ値の特定の組を介
して患者１２に治療を送達する時にもたらされる可能性がある活性場を示す、活性場４０
７のグラフィカル表現も含む。いくつかの例では、ユーザは、電極選択コントロール３８
０、振幅コントロール３８２、パルス幅コントロール３８４および周波数コントロール３
８６を介して、刺激電極および刺激パラメータ値を選択することができる。図１９Ｈに示
す例では、活性場４０７は、３Ｄオブジェクトとして示され、プロセッサ８０が、刺激電
極の特定の組および刺激パラメータ値を介するＩＭＤ１６による刺激送達によって活性化
される可能性があると判断した組織の体積に対応するサイズおよび形状を有する。
【０３３５】
　ＧＵＩ４２２のいくつかの例では、ユーザは、１つまたは複数の方向において（たとえ
ば背腹軸を中心に、前後軸を中心に、別の事前定義された軸を中心に、または６つの自由
度すべてにおいて）組織４２３のグラフィカル表現を回転させることができる。たとえば
、ユーザは、プログラマ１４のユーザインタフェース８４（図４）のキーボードまたはキ
ーパッドを用いて回転角度を入力することができ、またはユーザは、組織４２３のグラフ
ィカル表現と直接対話して（たとえば、組織４２３のグラフィカル表現内でカーソルを移
動させる）、組織４２３の表示されたグラフィカル表現を回転させることができる。組織
４２３のグラフィカル表現を回転させるユーザ入力を受け取ることに応じて、プロセッサ
８０は、リード４２４および活性場４０７のグラフィカル表現を回転させることも可能で
ある。
【０３３６】
　本明細書に記載するいくつかの技法に従って、プロセッサ８０は、単独でまたはユーザ
の支援により、ＩＭＤ１６が、種々の電極２４、２６または電極２４、２６の組合せを介
して検知される１つまたは複数の生体電気脳信号からのデータと、患者１２の脳２８内の
電極２４、２６に近接する組織の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルとに基づい
て、患者１２の脳２８に対して刺激治療を送達する際に用いられる、１つまたは複数の電
極２４、２６（図１）を選択することができる。図１９Ｅ、図１９Ｆ、図１９Ｇおよび図
１９Ｈそれぞれに関して説明したＧＵＩ３３０、３７０、４２０、４２２は、プログラマ
１４のプロセッサ８０が、ユーザが１つまたは複数の刺激電極のプログラミングを行うの
を支援するユーザインタフェース８４を介して提示することができる、ユーザインタフェ
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ースの図の例を示す。たとえば、ユーザは、ＧＵＩ３３０（図１９Ｅ）を利用して生体電
気脳信号の検知を開始するか、またはたとえば刺激電極の選択を確認するかまたは１つも
しくは複数の刺激電極を選択するために、ＧＵＩ３７０、４２０、４２２を利用して生理
学的モデルを検討することができる。
【０３３７】
　図１９Ｅに示すＧＵＩ３３０は、電極２４を介して検知される生体電気脳信号の１つま
たは複数の特性に基づいて電極２４のランク付けを示す。上述したように、いくつかの例
では、プロセッサ８０は、単極構成でそれぞれの電極を介して検知されるか、または双極
構成で別の電極２４との組合せでそれぞれの電極を介して検知される生体電気脳信号の信
号特性（たとえば、特定の周波数帯域内の電力レベル）によって示され得る、標的組織部
位に対する近接性に基づいて、電極２４を自動的にランク付けする。図１９Ｆ、図１９Ｇ
および図１９Ｈそれぞれに示されるＧＵＩ３７０、４２０、４２２は、ユーザが、電極２
４の標的組織部位に近接性を視覚化することができるか、またはもう１つの刺激が誘発す
る副作用に関連する組織部位に対する近接性を視覚化することができるかと、いくつかの
例では、標的組織部位またはもう１つの刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に対す
る治療野（たとえば、図１９Ｇおよび図１９Ｈに示すような活性場）のモデルの近接性と
に基づいて、種々の生理学的モデルを示す。
【０３３８】
　プロセッサ８０が、電極２４を介して検知された生体電気脳信号の１つまたは複数の特
性に基づいて電極２４を自動的にランク付けするか、またはユーザが電極２４をランク付
けする入力を提供した後、プロセッサは、図１９Ｉに示すように、刺激電極を提案するこ
とができる要約画面４３０（ＧＵＩ４３０とも呼ぶ）と、いくつかの例では、患者１２に
効果的な治療（たとえば、治療の利益を提供し副作用が最小限である治療送達）を提供す
ることができる刺激パラメータ値とを表示することができる。電極２４および／または電
極２４の特定のサブセットを介する刺激送達からもたらされる治療野が、標的組織部位ま
たはもう１つの刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に近接しているか否かを示す生
理学的モデルを、ユーザが視覚化する前かまたは視覚化した後、要約画面４３０を、プロ
セッサ８０によりプログラマ１４のユーザインタフェース８４（図４）のディスプレイを
介して提示することができる。
【０３３９】
　要約画面４３０は、リード位置ウィンドウ４３２、生理機能ウィンドウ４３４および生
理学的モデルウィンドウ４３６を含む。リード位置ウィンドウ４３２は、脳２８内のリー
ド２０Ａの電極２４（いくつかの例では電極２６も同様に）の位置を要約する。図１９Ｉ
に示す例では、ウィンドウ４３２は、定位座標を介して電極２４の位置を示すが、他の例
では他の３Ｄ座標を用いてもよい。座標は、たとえば脳２８および植え込まれたリード２
０Ａの１つまたは複数の医用画像に基づいて、脳２８内にリード２０Ａを植え込むために
用いられる実際の座標かまたは植込み後に確定された座標であり得る。ユーザは、ウィン
ドウ４３２に示す各電極２４の位置を見て、必要な場合は座標を変更することができる。
【０３４０】
　生理機能ウィンドウ４３４は、植え込まれた電極２４を介する生体電気脳信号の検知の
結果を要約する。図１９Ｉに示す例では、生理機能ウィンドウ４３４は、電極２４の種々
のサブセットを介して検知される複数の生体電気脳信号に対して１つまたは複数の周波数
帯域内の電力の分布を示すグラフ３４６を表示する。他の例では、生理機能ウィンドウ４
３４は、グラフ３４６に加えてまたはその代りに、他のタイプのデータ（たとえば、図１
９Ｅに示すグラフ３４８かまたは図１９Ｅに示すように電極２４をランク付けするリード
３４４の表現）を表示することにより、植え込まれた電極２４を介する生体電気脳信号の
検知の結果を要約することができる。
【０３４１】
　いくつかの例では、生理機能ウィンドウ４３４は選択可能なオブジェクトである。ウィ
ンドウ４３４を選択する（たとえば、プログラマ１４によって表示されるＧＵＩ内のオブ
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ジェクトを選択することに関して上述した技法を用いる）ユーザ入力を受け取ると、プロ
グラマ１４のプロセッサ８０は、ＧＵＩ３３０（図１９Ｅ）、またはユーザが電極２４を
介して生体電気脳信号の検知を制御することができる別のＧＵＩ３３０を表示することが
できる。ユーザは、検知された生体電気脳信号から抽出された周波数帯域特性が、患者１
２の脳２８の種々の領域に対する電極２４の位置を識別するのに有用でなかったと判断す
る場合等、多くの理由で、ＧＵＩ３３０に戻る場合がある。ユーザは、たとえば図１９Ｅ
に関して上述したＧＵＩ３３０と対話することにより、生体電気脳信号の検知に戻ること
ができる。
【０３４２】
　生理学的モデルウィンドウ４３６は、植え込まれた電極２４に近接する組織３７２のグ
ラフィカル表現のスナップショットを提供し、それは、ユーザが、刺激治療のための標的
組織部位および／または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位を視覚化するのに役立
つことができる。組織３７２のグラフィカル表現は、たとえば、たとえば画像保存ボタン
４１４（図１９Ｆに示す）を選択するユーザ入力を受け取ると、メモリ８２内にプロセッ
サ８０によって保存されるＧＵＩ３３０（図１９Ｅ）の少なくとも一部の画像（たとえば
スクリーンショット）であり得る。いくつかの例では、図１９Ｉに示すように、生理学的
モデルウィンドウ４３６内に表示される組織３７２のグラフィカル表現は、図１９Ｆおよ
び図１９Ｇに関して上述した、活性場モデル４０７（または別のタイプの治療野モデル）
と、解剖学的構造の輪郭３９５と、解剖学的構造のラベル３９７を含むことができる。他
の例では、生理学的モデルウィンドウ４３６は、患者１２の脳２８内の電極２４に近接す
る組織の３Ｄ像、植え込まれた電極２４に近接する組織の複数の像、リード４２６（図１
９Ｈ）のグラフィカル表現、および／または別の治療野モデルを含むことができる。
【０３４３】
　いくつかの例では、生理学的モデルウィンドウ４３６は選択可能なオブジェクトである
。ウィンドウ４３６を選択する（たとえば、プログラマ１４によって表示されるＧＵＩ内
のオブジェクトを選択することに関して上述した技法を用いる）ユーザ入力を受け取ると
、プログラマ１４のプロセッサ８０は、１つまたは複数のＧＵＩ３７０、４２０、４２２
、または、ユーザが、植え込まれた電極２４に近接する組織の１つまたは複数の特性を示
す生理学的モデルを視覚化することができる別のＧＵＩを表示することができる。ユーザ
は、生理学的モデルウィンドウ４３６に表示される治療野モデルが選択された電極を示し
、かつ／または刺激パラメータ値が標的組織部位とオーバラップせずかつ／または刺激が
誘発する副作用に関連する組織部位とオーバラップすると判断した場合等、多くの理由で
ＧＵＩ３７０、４２０、４２２のうちの１つまたは複数に戻る場合がある。ユーザは、電
極選択コントロール３８０（図１９Ｆ）を用いて刺激電極の選択を調整し、または振幅コ
ントロール３８２、パルス幅コントロール３８４および／または周波数コントロール３８
６（図１９Ｆ）を用いて、所望の治療野モデルが達成されるまで、１つまたは複数の刺激
パラメータ値を調整することができる。プロセッサ８０は、ユーザが刺激電極の選択およ
び／または刺激パラメータ値を調整する際に、ＧＵＩ３７０、４２０および／または４２
２によって表示される活性場４０７のサイズ、形状および／または位置を更新することが
できる。
【０３４４】
　ＧＵＩ４３０はまた、ユーザが、プログラマ１４のメモリ８２かまたは別のデバイス（
たとえばリモートデータベース）のメモリから追加の情報を検索するために選択すること
ができるデータベース照会ボタン４３８も含む。ユーザは、たとえばリード位置ウィンド
ウ４３２、生理機能ウィンドウ４３４または生理学的モデルウィンドウ４３６のうちの１
つまたは複数がＧＵＩ４３０内に表示されない場合、データベース照会ボタン４３８を選
択することができる。データベース照会ボタン４３８を選択するユーザ入力を受け取ると
、プロセッサ８０は、メモリ８２または別のメモリによって格納された種々のタイプの情
報を示すウィンドウを表示するように、プログラマ１４のユーザインタフェース８４を制
御することができ、ユーザは、要約画面４３０に表示する情報のタイプを選択することが
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できる。プロセッサ８０は、ユーザが選択したタイプの情報（たとえば、電極位置、電極
２４を介して検知される生体電気脳信号に関する情報、または植え込まれた電極２４に近
接する組織のグラフィカル表現）を含むようにＧＵＩ４３０を更新することができる。デ
ータベースはまた、副作用、臨床的効果および刺激パラメータに対してリード位置を関連
付ける情報（たとえば、電極の定位座標、生理学的モデルから生成されるリード位置）も
含むことができる。この種の情報は、ユーザが、治療プログラムを生成するためにいずれ
の電極および刺激パラメータから始めるべきかを特定するのに役立つことができる。
【０３４５】
　ＧＵＩ４３０は、治療プログラムをランク付けするリスト４４０を含み、治療プログラ
ムは各々、刺激電極の組合せ（たとえば、リード２０Ａの１つまたは複数の電極２４の組
合せ、およびいくつかの例では、ＩＭＤ１６の外側ハウジング上の電極および電極のそれ
ぞれの極性）と、ＩＭＤ１６の刺激発生器４６（図２）によって生成される刺激信号を定
義する１つまたは複数の刺激パラメータ値（たとえば、電流振幅、パルス幅および周波数
に対する値）を定義する。プロセッサ８０は、いくつかの例では種々の治療プログラムを
自動的に順序付けることができ、他の例では、ユーザは、治療プログラムを順序付ける入
力を提供することができ、プロセッサ８０は、ユーザによって提供された治療プログラム
の順序を反映するようにＧＵＩ４３０を更新することができる。
【０３４６】
　プロセッサ８０が治療プログラムを自動的に順序付ける例では、プロセッサ８０は、そ
れぞれの治療プログラムの電極を介して検知される生体電気脳信号、および／または植え
込まれた電極に近接する組織を示すことができる生理学的モデルに基づいて、治療プログ
ラムを順序付けることができる。いくつかの例では、プロセッサ８０は、生体電気脳信号
特性のみ、生理学的モデルのみ、または両方（たとえば図８および図９に関して説明した
ように）に基づくことができる、標的組織部位に対する治療プログラムの電極の組合せの
電極の近接性に基づいて治療プログラムを順序付ける。
【０３４７】
　たとえば、プロセッサ８０は、治療プログラムの電極の組合せの電極を介して検知され
る生体電気脳信号のベータ帯域内の電力レベルの順序で、治療プログラムを順序付けるこ
とができ、ベータ帯域電力レベルが最も高いことが、標的組織部位に対して最も近接して
いることを示す。電極の組合せが複数の下位電極の組合せを含み、それにより、複数の生
体電気脳信号が治療プログラムに関連する場合、プロセッサ８０は、下位電極の組合せの
各々を介して検知される生体電気脳信号の各々の平均、中間、ピークまたは最低のベータ
帯域電力レベルに基づいて、治療プログラムをランク付けすることができる。治療プログ
ラムが複数の生体電気脳信号にいかに関連付けられ得るかの例として、電極２４Ａ、２４
Ｂおよび２４Ｃを含む電極の組合せを含む治療プログラムは、単極形態で電極２４Ａ、２
４Ｂおよび２４Ｃを介して検知される３つの生体電気脳信号か、または双極形態で電極２
４Ａ－２４Ｂ、双極形態で電極２４Ｂ－２４Ｃ、および双極形態で電極２４Ａ－２４Ｃを
介して検知される３つの生体電気脳信号に関連付けられ得る。
【０３４８】
　プロセッサ８０が治療プログラムを順序付けるように実施することができる技法の別の
例として、プロセッサ８０は、電極２４を脳２８の組織にマッピングする生理学的モデル
に基づいて確定することができる、標的組織部位に対する治療プログラムの電極の近接性
に基づいて、治療プログラムを順序付けることができる。一例では、プロセッサ８０は、
所定の尺度を用いて標的組織部位に対する治療プログラムの電極間の距離を近似し、標的
組織部位に対する治療プログラムの電極の平均、中間、最大および最小の距離に基づいて
複数の治療プログラムを順序付ける。標的組織部位に最も近い電極（標的組織部位に対す
る電極の組合せの電極の平均、中間、最大または最小の距離によって示される）を用いる
治療プログラム最高のランク付けを有することができる。同様に、いくつかの例では、プ
ロセッサ８０は、１つまたは複数の刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に対する治
療プログラムの電極の近接性に基づいて、治療プログラムを順序付けることができる。刺
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激電極が誘発する副作用に関連する組織部位から最も遠い電極（組織部位に対する電極の
組合せの電極の平均、中央、最大または最小の距離によって示される）を用いる治療プロ
グラムは、最高のランク付けを有することができる。
【０３４９】
　上述したように、電極と解剖学的標的との間の距離を確定する装置、システムおよび技
法の例は、「植込み後撮像を用いる電気刺激電極の特徴付け（ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＩＺＡ
ＴＩＯＮ　ＯＦ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＳＴＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＤＥ
Ｓ　ＵＳＩＮＧ　ＰＯＳＴ－ＩＭＰＬＡＮＴ　ＩＭＡＧＩＮＧ）」と題し、２００９年８
月６日に公開された、Ｇｏｅｔｚらによる米国特許出願公開第２００９／０１９６４７１
号に記載されている。
【０３５０】
　プロセッサ８０が、治療プログラムに関連する生体電気脳信号と、電極に近接する組織
の特性を示す生理学的モデルとの両方に基づいて治療プログラムをランク付けするいくつ
かの例では、プロセッサ８０は、治療プログラムを順序付けするために生体電気脳信号と
生理学的モデルとに基づいてランク付けすることに対して種々の重み付けを割り当てるこ
とができる。たとえば、生理学的モデルは、特定の治療プログラムによる刺激からもたら
される副作用をより明らかにする可能性があるため、プロセッサ８０は、生理学的モデル
に基づく治療プログラムのランク付けが、生体電気脳信号に基づいて確定されるランク付
けより高い重みが与えられると判断する場合がある。そして、プロセッサ８０は、生体電
気脳信号に基づくランク付けと生理学的モデルに基づくランク付けとの両方を考慮する結
合されたスコアに基づいて、治療プログラムをランク付けすることができ、それにより、
結合されたスコアは、生体電気脳信号に基づくランク付けに与えられる重み（たとえば１
％～４９％）に比較して、生理学的モデルに基づくランク付けに対して高い重み（たとえ
ば５１％～９９％）を与える。しかしながら、他の例では、プロセッサ８０は、生体電気
脳信号に基づく治療プログラムのランク付けに対して、生理学的モデルに基づく治療プロ
グラムのランク付けより高い重みが与えられると判断する場合もある。
【０３５１】
　プロセッサ８０が、治療プログラムに関連する生体電気脳信号と、電極に近接する組織
の特性を示す生理学的モデルとの両方に基づいて治療プログラムをランク付けするいくつ
かの例では、プロセッサ８０は、まず、生体電気脳信号の特性に基づいて治療プログラム
をランク付けし、その後、たとえば図８に関して説明したように、生理学的モデル基づい
て、治療プログラムが、刺激が誘発する副作用に関連する組織かまたは標的組織部位を刺
激するか否かを判断することができる。生理学的モデルが、特定の治療プログラムが、刺
激が誘発する副作用に関連する組織かまたは標的組織部位を刺激することを示す場合、プ
ロセッサ８０は、治療プログラムの電極が標的組織部位に近接していることを示す生体電
気脳信号の特性（たとえば周波数領域特性）にも関らず、治療プログラムのランク付けを
下げることができる。
【０３５２】
　プロセッサ８０が、治療プログラムに関連する生体電気脳信号と、電極に近接する組織
の特性を示す生理学的モデルとの両方に基づいて治療プログラムをランク付けするいくつ
かの例では、たとえば図９に関して説明したように、プロセッサ８０は、まず、生理学的
モデルが、電極が標的組織部位または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に近接し
ていることを示すか否かに基づいて、治療プログラムをランク付けし、その後、生体電気
脳信号の特性が、治療プログラムの電極が標的組織部位に近接していることを示すか否か
を判断する。生体電気脳信号の特性が、たとえば、特定の帯域内の電力レベルが標的電力
レベルから閾値量異なっているため、特定の治療プログラムが標的組織部位に近接してな
いことを示す場合、プロセッサ８０は、治療プログラムの電極が標的組織部位に近接して
いることを示す生理学的モデルにも関らず、治療プログラムのランク付けを下げることが
できる。
【０３５３】
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　他の例では、プロセッサ８０は、治療野モデルが脳２８内の生理学的に重要な位置とオ
ーバラップする割合に基づいて治療プログラムを順序付けることができる。生理学的に重
要な位置は、たとえば、標的組織部位かまたは刺激が誘発する副作用に関連する組織部位
であり得る。各治療プログラムに対して、プロセッサ８０は、たとえば図７に関連して上
述した技法を用いて、治療野モデルを生成することができる。図７に関して説明したよう
に、治療野モデルは、ＩＭＤ１６が、治療プログラムの刺激パラメータ値に従って治療を
生成し、治療プログラムの電極の組合せの電極を介して脳２８に治療を送達する時に、植
え込まれたリードから電場が伝搬する場所を示すことができる。治療野モデルのサイズ、
位置および他の特性を確定した後、プロセッサ８０は、治療野が脳２８内の生理学的に重
要な位置とオーバラップするか否かを判断することができる。たとえば、治療野モデルお
よび生理学的に重要な位置が、共通の座標系に関連する場合、プロセッサ８０は、座標が
、治療野モデルと生理学的に重要な位置との間のオーバラップを示すか否かを判断するこ
とができる。他の技法が考えられる。
【０３５４】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、標的組織部位とのオーバラップの割合が相対的
に高い治療プログラムを、最高ランク付け治療プログラムとして順序付ける。他の例では
、プロセッサ８０は、刺激が誘発する副作用に関連する組織部位とのオーバラップの割合
が相対的に最低である治療プログラムを、最高ランク付け治療プログラムとして順序付け
る。さらに、いくつかの例では、プロセッサは、標的組織部位とのオーバラップの割合と
刺激が誘発する副作用に関連する組織部位とのオーバラップの割合との結合されたスコア
に基づいて、治療プログラムを順序付ける。
【０３５５】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、ランク付けに対して数値を割り当てる信頼度ス
コアを生成することができる。図１９Ｉに示す例では、治療プログラムのランク付け４４
０は、治療野モデルと標的組織部位とのオーバラップする割合を示す信頼度スコアを含む
。他のタイプの信頼度スコアが考えられる。
【０３５６】
　いくつかの例では、プロセッサ８０は、ユーザが提供する基準に基づいて治療プログラ
ムを順序付けることができる。たとえば、ＧＵＩ４３０は、ユーザが、プロセッサ８０が
治療プログラムを順序付ける基準を選択することができるメニューを含むことができる。
メニューは、たとえば、電極を介して検知される生体電気脳信号によって示される、標的
組織部位または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に対する治療プログラムの電極
の近接性、生理学的モデルによって示される、標的組織部位または刺激が誘発する副作用
に関連する組織部位に対する電極の近接性、生体電気脳信号および治療プログラムに関連
する生理学モデルの両方によって示される、標的組織部位または刺激が誘発する副作用に
関連する組織部位に対する電極の近接性、および／または各治療プログラムによる治療送
達からもたらされる可能性がある治療野に基づいて、治療プログラムを順序付けるオプシ
ョンを含むことができる。
【０３５７】
　図１９Ｉに示すＧＵＩ４３０は、それぞれの治療プログラムに関連する選択ボタン４４
２を含むことも可能である。ボタン４４２を選択する（たとえば、ＧＵＩ４３０内に表示
されるオブジェクトを選択することに関して上述した技法を用いる）ユーザ入力を受け取
ると、プロセッサ８０は、選択された治療プログラムを、メモリ８２またはリモートデー
タベース等の別のデバイスのメモリ内に格納することができる。いくつかの例では、プロ
セッサ８０はまた、選択された治療プログラムをＩＭＤ１６にそれぞれの遠隔測定モジュ
ール８６、５０を介して送信し、ＩＭＤ１６のプロセッサ５０は、患者１２に対する治療
送達を制御するプログラムをメモリに格納することができる。他の例では、ＧＵＩ４３０
は、ボタン４４２を含まない場合もあり、代りに、ランク付けリスト４４０に列挙された
各治療プログラムを、英数字識別子（たとえば数字または文字）または記号に関連付ける
ことができ、ユーザは、プログラマ１４のユーザインタフェース８４（図４）のキーボー
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ドまたはキーパッドを用いて、関連する英数字識別子または記号をテキストボックスに入
力することにより、ランク付けリスト４４０から治療プログラムを選択することができる
。
【０３５８】
　いくつかの例では、プログラマ１４のプロセッサ８０は、メモリ８２または別のメモリ
（たとえばリモートデータベース）によって格納された情報に基づいてリスト４４０に含
まれる治療プログラムの少なくとも一部を選択する。プロセッサ８０は、メモリ８２（ま
たは別のデバイスのメモリ）を照会し、植え込まれた電極２４、２６のアレイからの刺激
電極と、患者１２と同じかまたは同様の状態の他の患者の治療結果に基づく刺激パラメー
タ値とを含む治療プログラムを提案することができる。ユーザは、ＧＵＩ４３０および本
明細書に記載する他のＧＵＩと対話して、提案された治療プログラムが患者１２に効果的
な治療を提供することができるか否かを判断することができる。たとえば、ユーザは、治
療プログラムの各々の電極を介して検知される生体電気脳信号を確定し、治療プログラム
が標的組織部位の刺激を達成し、かつ刺激が誘発する副作用に関連する組織部位の刺激を
回避するか否かを判断するために、選択された治療プログラムを介して治療送達からもた
らされる治療野を示す生理学的モデルを見ることができる。
【０３５９】
　図１９Ｊは、履歴タブ２８６を選択するユーザ入力を受けると、プログラマ１４のユー
ザインタフェース８４のディスプレイを介してプロセッサ８０によって表示されるＧＵＩ
４５０の例を示す画面図である。ＧＵＩ４５０は、図１９Ｃに示されているＧＵＩ３０４
と同様であり、ＩＭＤ１６に関係する患者１２の履歴およびＩＭＤ１６のプログラミング
の要約を、プログラマ１４がこうした情報を格納している程度まで提供する。ＧＵＩ３０
４と同様に、ＧＵＩ４５０は、患者の名前３０６を示し、患者１２に植え込まれるＩＭＤ
１６およびリード２０のモデル、リードの位置、リード２０の１つまたは複数の電極２４
、２６のインピーダンス、バッテリステータス（たとえば残っているバッテリ寿命の推定
値）、１つまたは複数の刺激電極を選択することができる活性電極２４、２６および患者
１２に対して目下選択されている治療プログラム等、患者１２に関連する情報を要約する
。ＧＵＩ４５０は、現プログラミングセッション中に選択されかつ／または生成された新
たな治療プログラム等、ＧＵＩ３０４が表示されて以来取得された情報を要約するという
点で、ＧＵＩ３０４とは異なり得る。
【０３６０】
　図１９Ｋは、報告タブ２８８を選択するユーザ入力を受け取ると、プログラマ１４のユ
ーザインタフェース８４のディスプレイを介してプロセッサ８０によって表示されるＧＵ
Ｉ４５２の例を示す画面図である。ＧＵＩ４５２は、ＩＭＤ１６による患者１２への治療
送達に関する報告を生成することができるオプションを提供する。プロセッサ８０は、グ
ラフおよび円グラフ等、種々の報告フォーマットをユーザに提供することができ、いくつ
かの例では、プロセッサ８０は、ユーザが、種々の方法でデータを操作することができる
（たとえば、ＩＭＤ１６が特定の治療プログラムに従って治療を送達した時間の割合等、
ＩＭＤ１６による治療送達に関する種々の統計を生成するため）画面を提示することがで
きる。
【０３６１】
　図１９Ｋに示す例では、ＧＵＩ４５２は、１つまたは複数の報告が生成される日付の範
囲を選択する日付範囲メニュー４５４と、１つまたは複数の報告が生成される情報のタイ
プを選択するメニュー４５６と、報告が生成される１人または複数の患者を選択する患者
選択メニュー４５８と、アクセスされた、いくつかの例ではプロセッサ８０によって生成
された報告を示す報告画面４５９と、報告画面４５９内に表示されるグラフのタイプ（た
とえば、線グラフ、棒グラフ、ヒストグラム等）を選択するメニュー４６０と、報告画面
４５９によって表示される統計（該当する場合）のタイプを選択するメニュー４６２と、
報告画面４５９内に表示される信号の信号特性を選択するメニュー４６４とを含む。信号
特性のタイプは、たとえば生体電気脳信号が報告画面４５９内に表示される場合に関連す
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る可能性がある。プロセッサ８０は、メニュー４６４を介してユーザによって選択される
信号特性のタイプに基づいて、報告画面４５９内に表示される生体電気信号（または他の
生理学的信号）の一部をフィルタリングすることができる。
【０３６２】
　図１９Ｋに示す例では、日付範囲メニュー４５４により、ユーザは、現日付、患者１２
による先の追跡セッション以来の日付範囲、またはユーザが指定する日付範囲を選択する
ことができる。プロセッサ８０は、メニュー４５４を介して選択される日付範囲を利用し
て、報告画面４５９内に表示されるデータをフィルタリングすることができる。
【０３６３】
　メニュー４５６は、ユーザが、報告画面４５９に表示される１つまたは複数の報告によ
って示される情報のタイプを選択することができる複数のボックスを含む。図１９Ｋに示
す例では、メニュー４５６は、刺激パラメータ、リード完全性を示すことができる、電極
２４、２６を含む電気経路のインピーダンス、バッテリステータス、種々の生理学的信号
（たとえば生体電気脳信号）、ＵＰＤＲＳスコア、患者１２が服用する薬剤および種々の
生理学的モデルを含む。ユーザが定義する分野、または入力として用いられる他の分野、
たとえば、１つまたは複数の電極に対する刺激パラメータに応じた副作用または臨床的利
益を含む、他のタイプの情報をプロットしてもよい。メニュー４５６から刺激パラメータ
のタイプを選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、ユーザに対して要求さ
れた情報を提供するあらゆる適当な報告を生成することができる。たとえば、プロセッサ
８０は、経時的にＩＭＤ１６によって患者１２に送達される刺激の平均値、中央値、ピー
ク値または最低値を示すグラフか、またはＩＭＤ１６が経時的に患者１２に刺激を送達す
る際に用いられた電極を示すグラフを生成することができる。図１９Ｋに示す例では、報
告画面４５９は、２００６年３月５日から２０１０年７月７日までの時間範囲（たとえば
、メニュー４５４を介して選択されたユーザが指定した日付範囲）にわたってＩＭＤ１６
によって患者１２に送達された刺激の平均的な振幅を示すグラフを含む。
【０３６４】
　メニュー４５６からインピーダンスまたはバッテリステータスを選択するユーザ入力を
受け取ると、プロセッサ８０は、ユーザに要求された情報を提供する同様の報告を生成す
ることができる。たとえば、インピーダンスに関して、報告は、経時的な特定の電極２４
、２６を含む電気経路のインピーダンスを示すことができる。バッテリ状態に関して、報
告は、経時的なＩＭＤ１６の電源５８の電力レベルかまたは経時的なＩＭＤ１６の電力の
平均消費量を示すことができる。
【０３６５】
　メニュー４５６から生理機能を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、
ＩＭＤ１６の検知モジュール４６（図２）によって生成される信号であり得る、患者１２
の生理学的パラメータを示す信号を示す報告を生成することができる。図１９Ｋに示す例
では、ユーザが選択することができる生理学的情報は、電極２４、２６の種々のサブセッ
トを用いて検知モジュール４６によって検知される生体電気脳信号を含む。いくつかの例
では、生理学的信号情報は、電極２４、２６のいくつかまたはすべてに対して図１９Ｅ等
に示されているグラフ３４６、３４８を含むことができる。
【０３６６】
　メニュー４５６から生理学的モデルを選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８
０は、植え込まれた電極２４、２６の一部またはすべてに近接する組織の１つまたは複数
の特性を示す生理学的モデルを示す報告を生成することができる。生理学的モデルは、た
とえば、組織のグラフィカル表現（たとえば、組織３７２のグラフィカル表現（図１９Ｆ
に示す）または組織４２３の３Ｄグラフィカル表現（図１９Ｈに示す）、リードのグラフ
ィカル表現（たとえば図１９Ｈに示すリード４２４のグラフィカル表現）および／または
治療野モデル（たとえば、図１９Ｆ～図１９Ｈに示す活性場モデル４０７））を含むこと
ができる。
【０３６７】
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　メニュー４５６からＵＰＤＲＳスコアを選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ
８０は、経時的な患者１２のＵＰＤＲＳスコアを示す報告を生成することができる。ＩＭ
Ｄ１６が、パーキンソン病以外の状態を管理するように患者１２に治療を送達する例では
、メニュー４５６はＵＰＤＲＳスコアを含まない可能性がある。メニュー４５６から薬剤
を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０は、経時的に患者１２が服用する薬
剤を示す報告を生成することができ、それは、ユーザに対し、患者状態が変化した可能性
があるかまたはプログラムされている理由または方法を確認するための情報を提供するこ
とができる。
【０３６８】
　インポート／エクスポートタブ２９０を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ
８０は、患者１２に関する情報（たとえば、患者状態、患者１２に植え込まれるＩＭＤ１
６およびリード２０のタイプ等）を格納することができるＩＭＤ１６またはリモートデー
タベース等、別のデバイスから、遠隔測定モジュール８６を介して、データをインポート
することができる。別のデバイスから情報をインポートすることに加えてまたはその代り
に、インポート／エクスポートタブ２９０を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッ
サ８０は、遠隔測定モジュール８６を介して別のデバイス（たとえば、ＩＭＤ１６、リモ
ートまたはローカルコンピューティングデバイスまたはプリンタ）にデータをエクスポー
トすることができる。データは、たとえば、プログラミングセッション中に選択された１
つまたは複数の治療パラメータ値または刺激電極を含むことができる。プログラマ１４は
また、ヘルプオプションを含むことができ、それによりユーザは質問を入力することがで
き、プロセッサ８０はデータベースにおいて回答を探索することができる。プログラマ１
４のこの機能にアクセスするために、ユーザは、ヘルプタブ２９２を選択することができ
る。
【０３６９】
　図１９Ｌは、エクスポート／インポートタブ２９０を選択するユーザ入力を受け取ると
、プログラマ１４のユーザインタフェース８４のディスプレイを介してプロセッサ８０に
よって表示されるＧＵＩ４７０の例を示す画面図である。インポート／エクスポートタブ
２９０を選択するユーザ入力を受け取ると、プロセッサ８０はＧＵＩ４７０を生成するこ
とができ、ユーザはそれと対話して、別のデバイス（たとえば、ＩＭＤ１６またはリモー
トコンピューティングデバイスまたはデータベース）にエクスポートされる情報のタイプ
、またはプログラマ１４にインポートされる情報のタイプを選択することができる。図１
９Ｌに示す例では、ユーザが別のデバイスにエクスポートするように選択することができ
る情報のタイプは、プロセッサ８０またはユーザによって選択される治療プログラム、プ
ログラムタブ２８４下でプロセッサ８０によって生成されるかまたは表示される情報、患
者履歴（たとえば履歴タブ２８６を介して表示される情報）、プロセッサによって生成さ
れるさまざまな報告（たとえば、報告タブ２８８を介して表示される報告）を含む。しか
しながら、他の例では、ＧＵＩ４７０は、ユーザが別のデバイスに他のタイプの情報をエ
クスポートするために対話することができるインタフェースを提供することができる。
【０３７０】
　図１９Ｌに示す例では、ユーザが別のデバイスからインポートするように選択すること
ができる情報のタイプは、患者１２の医用画像（たとえば患者１２の脳２８の画像）、患
者１２のビデオ、または他の患者データを含む。しかしながら、他の例では、ＧＵＩ４７
０は、ユーザが、他のタイプの情報をプログラマ１４にインポートするために対話するこ
とができるインタフェースを提供することができる。
【０３７１】
　図１９Ｍは、ヘルプタブ２９２を選択するユーザ入力を受け取ると、プログラマ１４の
ユーザインタフェース８４のディスプレイを介してプロセッサ８０によって表示されるＧ
ＵＩ４７２の例を示す画面図である。ＧＵＩ４７２は、質問を受け取るテキストボックス
４７６、ヘルプトピックスのインデックス４７８、および頻繁に質問される質問およびそ
れぞれの回答のリスト４８０を含む。テキストボックス４７６にユーザ入力を受け取ると



(88) JP 2013-527784 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

、プロセッサ８０は、質問に対する回答をプログラマ１４のメモリ８２（図４）またはリ
モートデータベースのメモリにおいて探索することができる。プロセッサ８０は、たとえ
ば、テキストボックス４７６に入力されたキーワードを、メモリ８２に格納されているキ
ーワードと整合して、患者１２に表示すべき回答を選択することができる。
【０３７２】
　図１～図１９Ｍに関して説明した装置、システムおよび技法は、１つまたは複数の植え
込まれたリードの電極を介して検知される生体電気脳信号と、１つまたは複数の植え込ま
れたリードに近接する患者１２の脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を示す生理学的
モデルとに基づいて、刺激電極の組合せを選択することを言及する。他の例では、図１～
図１９Ｍに関して上述した装置、システムおよび技法を用いて、医療機器のハウジング上
の複数の電極から刺激電極の組合せを選択することも可能である（たとえば、リードなし
電気刺激器は、ハウジングの外面に１つまたは複数の電極を含むことができる）。したが
って、図１～図１９Ｍに関して説明した装置、システムおよび技法を用いて、電極が結合
される部材に関らず１つまたは複数の電極を介して検知される生体電気脳信号と、１つま
たは複数の電極に近接する患者１２の脳２８の１つまたは複数の解剖学的構造を示す生理
学モデルとに基づいて、患者１２に対して効果的な治療送達に対する刺激電極の組合せを
選択することができる。
【０３７３】
　さらに、他の例では、図１～図１９Ｍに関して説明した装置、システムおよび技法を用
いて、プローブを介して検知される生体電気脳信号と、プローブに近接する患者１２の脳
２８の１つまたは複数の解剖学的構造を示す生理学的モデルとに基づいて、患者１２に対
して効果的な治療送達に対する刺激電極の組合せを選択することも可能である。
【０３７４】
　プローブは、臨床医が患者１２の脳２８内に植え込むと予期する１つまたは複数のリー
ドと同様の構成の電気接点を含む装置であり得る。臨床医は、標的組織部位の位置を特定
するか、または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位の位置を特定するために、患者
１２の脳２８内にプローブを配置することができる。たとえば、臨床医は、脳２８内にプ
ローブを配置し、電気接点１つまたは複数を介して生体電気信号を検知し、検知された生
体電気脳信号の信号特性に基づいて脳２８内の適切な位置を特定することができる。脳２
８の種々の領域を、それぞれの生体電気脳信号特性と関連付けることができる。信号特性
は、検知された生体電気脳信号が、生体電気脳信号を検知するために用いられた電極が標
的組織部位に近接するかまたは刺激が誘発する副作用に関連する組織部位に近接すること
を示すか否かを判断することに関して上述したものに類似することができる。
【０３７５】
　プローブおよびその接点を、リード２０に対する代用物として用いることができる。た
とえば、刺激電極の組合せを選択する上述した技法のいずれかを利用して、標的組織部位
に近接しかつ／または刺激が誘発する副作用に関連する組織部位から間隔が空けられてい
るプローブの１つまたは複数の電気接点を選択することができる。そして、プローブの選
択された電気接点に基づいて、刺激電極の組合せを選択することができる。たとえば、リ
ードおよびプローブそれぞれに対する配置に基づいて選択された電気接点に直接対応する
電極を、刺激電極として選択することができる。別の例として、プログラマ１４もしくは
別のコンピューティングデバイスのプロセッサ８０または臨床医は、選択された電気接点
の座標（たとえば、定位座標または他の３次元（３Ｄ）座標）を確定することができ、リ
ード２０が脳２８内に植え込まれた後、選択された電気接点とおよそ同じ座標である電極
を、刺激電極として選択することができる。
【０３７６】
　リード２０を、プローブの座標に基づいて患者の脳２８内に植え込むことができる。た
とえば、プローブを用いて脳２８内の標的組織部位を見つけた後、臨床医またはプログラ
マ１４は、プローブの１つまたは複数の部分（たとえば、遠位先端、各接点等）の座標を
確定することができ、臨床医は、対応する部分（たとえば、リードの遠位先端、電極位置
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等）が実質的に同じ座標に植え込まれるようにリード２０を植え込むことができる。
【０３７７】
　プローブは、操作がより容易であり得るため（たとえば、その剛性または他の機械的特
徴のため）、リード２０に対する代用物としてプローブおよびその接点を利用することが
有用であり得る。いくつかの例では、プローブは、リード２０より小さくてもよく、それ
により、プローブを、プローブの事前使用なしに脳２８内にリード２０を植え込むことに
比較して、標的組織部位の位置を特定するより侵襲性の低い装置として用いることができ
る。
【０３７８】
　プログラマ１４、ＩＭＤ１６またはさまざまな構成要素に属するものを含む、本開示に
記載した技法を、少なくとも部分的にハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまた
はそれらの何らかの組合せで実施することができる。たとえば、それら技法のさまざまな
態様を、１つまたは複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡまたは他の
あらゆる等価な集積回路もしくはディスクリート論理回路を含む１つまたは複数のプロセ
ッサとともに、臨床医プログラマまたは患者プログラマ等のプログラマ、刺激器、画像処
理装置または他の装置等に植え込まれているこうした構成要素のあらゆる組合せ内に実装
することができる。「プロセッサ」または「処理回路」という用語は、全体として、上述
した論理回路のいずれかを、単独で、または他の論理回路もしくは他のあらゆる等価な回
路と結合して指すものとする。
【０３７９】
　こうしたハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを、本開示に記載したさまざま
な動作および機能をサポートするように同じデバイスまたは別個のデバイス内で実施する
ことができる。本明細書に記載する技法は、主に、ＩＭＤ１６のプロセッサ４０および／
またはプログラマ１４のプロセッサ８０によって実行されるように記載されているが、本
明細書に記載する技法のあらゆる１つまたは複数の部分を、ＩＭＤ１６、プログラマ１４
または別のコンピューティングデバイスのうちの１つのプロセッサにより、単独でまたは
互いに結合して実施することができる。
【０３８０】
　さらに、記載したユニット、モジュールまたはコンポーネントのいずれも、合わせて、
またはディスクリートであるが相互運用可能な論理デバイスとして別個に実装することが
できる。モジュールまたはユニットとして種々の機能を記載する場合、それは、種々の機
能態様を強調することが意図されており、こうしたモジュールまたはユニットを、別個の
ハードウェアコンポーネントまたはソフトウェアコンポーネントによって具現化しなけれ
ばいけないことを必ずしも示唆していない。むしろ、１つまたは複数のモジュールまたは
ユニットに関する機能を、別個のハードウェアコンポーネントまたはソフトウェアコンポ
ーネントによって実行するか、または共通のもしくは別個のハードウェアコンポーネント
もしくはソフトウェアコンポーネント内に組み込むことができる。
【０３８１】
　ソフトウェアで実装される場合、本開示に記載するシステム、装置および技法に属する
機能を、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＮＶＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨメモリ、磁気データ記
憶媒体、光データ記憶媒体等のコンピュータ可読媒体における命令として具現化すること
ができる。命令を、本開示に記載する機能の１つまたは複数の態様をサポートするように
実行することができる。
【０３８２】
　本発明のさまざまな例について説明した。これらの例および他の例は、以下の特許請求
の範囲内にある。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月25日(2013.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者の脳内の生体電気信号を検
知する検知モジュールと、
　前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極に近接する組織の１つまたは複数の特
性を示す生理学的モデルにアクセスし、前記生体電気信号および当該生理学的モデルに基
づいて当該患者の当該脳に電気刺激を送達する刺激電極の組合せを選択するプロセッサと
、
　を具備し、
　前記生理学的モデル、及び、前記生体電気信号の特性が、前記選択された刺激電極の組
み合わせを決定する、システム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記生理学的モデルが、電気刺激が前記刺激電極の組合せから伝播する場所を示す電場
モデル、前記刺激電極の組合せによって送達される前記電気刺激によって活性化される前
記患者の前記脳のニューロンを示す活性場モデル、または前記刺激電極の組合せを介して
送達される前記電気刺激の分布を示す電圧勾配または電流密度モデルのうちの少なくとも
１つを含む、システム。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記生理学的モデルが、前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極に近接する前
記患者の前記脳の１つまたは複数の解剖学的構造を示す、システム。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、少なくとも、前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極を含
むリードの定位座標を確定し、前記定位座標に基づいて前記リードに近接する前記患者の
前記脳の１つまたは複数の解剖学的構造を確定することにより、前記生理学的モデルを生
成し、前記生理学的モデルが、前記少なくとも１つの電極に近接する前記患者の前記脳の
前記１つまたは複数の解剖学的構造を示す、システム。
【請求項５】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記検知モジュールが、それぞれの検知電極の組合せにより前記患者の前記脳内の複数
の生体電気信号を検知し、前記検知電極の組合せの各々が少なくとも１つの電極を含み、
前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて前記検知電極の組合せのうち
の１つを選択し、かつ少なくとも前記選択された検知生体電気信号と前記生理学的モデル
とに基づいて前記刺激電極の組合せを選択することにより、前記刺激電極の組合せを選択
する、システム。
【請求項６】
　請求項５記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて、少なくとも
　　前記複数の生体電気信号の各々に対して周波数領域特性を確定することと、
　　前記周波数領域特性の複数の相対値を確定し、前記複数の相対値の各々が前記周波数
領域特性のうちの少なくとも２つに基づく、確定することと、
　　前記複数の相対値に基づいて前記患者に刺激を送達する前記複数の電極のうちの少な
くとも１つを選択することと
によって、前記検知電極の組合せのうちの１つを選択する、システム。
【請求項７】
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　請求項５記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて、少なくとも
　　前記検知された生体電気信号の各々のパターンをテンプレートと比較することと、
　　前記テンプレートに実質的に一致する検知された生体電気信号に対応する１つまたは
複数の検知電極の組合せを選択することと
によって、前記検知電極の組合せのうちの１つを選択する、システム。
【請求項８】
　請求項５記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて、前記それぞれの検知され
た生体電気信号の変動に基づいて前記検知電極の組合せのうちの１つを選択する、システ
ム。
【請求項９】
　請求項５記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記検知された生体電気信号に基づいて、少なくとも
　　前記検知された生体電気信号の各々の平均、中央、ピークまたは最低の振幅のうちの
少なくとも１つを確定することと、
　　前記それぞれの検知された生体電気信号の前記平均、中央、ピークまたは最低の振幅
に基づいて、前記検知電極の組合せを選択することと
によって、前記検知電極の組合せのうちの１つを選択する、システム。
【請求項１０】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、少なくとも、前記検知電極の組合せに基づいて前記患者の前記脳に
電気刺激を送達する前記刺激電極の組合せを選択することと、前記生理学的モデルに基づ
いて前記刺激電極の組合せを確認することとにより、前記刺激電極の組合せを選択する、
システム。
【請求項１１】
　請求項１０記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、前記生理学的モデルに基づいて、少なくとも、前記刺激電極の組合
せを介して前記患者の前記脳に送達される前記電気刺激が、前記患者の前記脳の標的解剖
学的構造の組織を刺激するか、または刺激が誘発する副作用に関連する前記脳の１つまた
は複数の解剖学的構造を刺激する少なくとも一方であるか否かを判断することにより、前
記刺激電極の組合せを確認する、システム。
【請求項１２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記生理学的モデルが、刺激が前記刺激電極の組合せの電極から伝播する場所を示す治
療野モデルを含み、前記プロセッサが、少なくとも、前記治療野が前記患者の前記脳の標
的解剖学的構造または刺激が誘発する副作用に関連する前記脳の１つまたは複数の解剖学
的構造と少なくとも部分的にオーバラップするか否かを判断し、前記治療野が前記患者の
前記脳の標的解剖学的構造と少なくとも部分的にオーバラップするか、または刺激が誘発
する副作用に関連する前記脳の１つまたは複数の解剖学的構造とオーバラップしない少な
くとも一方の場合、前記検知電極の組合せを前記刺激電極の組合せとして選択することと
により、前記刺激電極の組合せを選択する、システム。
【請求項１３】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサが、少なくとも、前記生理学的モデルに基づいて前記患者の前記脳に対
し電気刺激を送達する前記刺激電極の組合せを選択することと、前記生体電気信号に基づ
いて前記選択された刺激電極の組合せを確認することとにより、前記刺激電極の組合せを
選択する、システム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のシステムにおいて、
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　前記プロセッサが、前記生体電気信号に基づいて、少なくとも、前記生理学的モデルに
基づいて選択された前記刺激電極の組合せを用いて、前記患者の前記脳内の前記生体電気
信号を検知するように、前記検知モジュールを制御することと、前記刺激電極の組合せを
介して検知される前記生体電気信号が、前記刺激電極の組合せが前記患者の前記脳内の標
的刺激部位に近接していることを示すか否かを判断することとにより、前記選択された刺
激電極の組合せを確認する、システム。
【請求項１５】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　ディスプレイを含むユーザインタフェースをさらに具備し、前記プロセッサが、前記生
理学的モデルを、前記ディスプレイを介して表示し、前記生理学的モデルを表示した後に
前記ユーザインタフェースを介して受け取られるユーザ入力に基づいて、前記刺激電極の
組合せを選択する、システム。
【請求項１６】
　少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者の脳内の生体電気信号を検
知する手段と、
　前記生体電気信号と、前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極に近接する組織
の１つまたは複数の特性を示す生理学的モデルとに基づいて、前記患者の前記脳に電気刺
激を送達する刺激電極の組合せを選択する手段と、
　を具備し、
　前記生理学的モデル、及び、前記生体電気信号の特性が、前記選択された刺激電極の組
み合わせを決定する、システム。
【請求項１７】
　請求項１６記載のシステムにおいて、
　前記生理学的モデルが、刺激が前記刺激電極の組合せの電極から伝播する場所を示す治
療野を含み、前記刺激電極の組合せを選択する前記手段が、前記検知電極の組合せに基づ
いて前記患者の前記脳に電気刺激を送達する前記刺激電極の組合せを選択し、かつ、前記
生理学的モデルに基づいて、少なくとも、前記治療野が前記患者の前記脳の標的解剖学的
構造または刺激が誘発する副作用に関連する前記脳の１つまたは複数の解剖学的構造と少
なくとも部分的にオーバラップするか否かを判断することにより、前記刺激電極の組合せ
の選択を確認する、システム。
【請求項１８】
　請求項１６記載のシステムにおいて、
　前記刺激電極の組合せを選択する前記手段が、前記生理学的モデルに基づいて前記患者
の前記脳に電気刺激を送達する前記刺激電極の組合せを選択し、前記生理学的信号に基づ
いて前記選択された刺激電極の組合せを確認する、システム。
【請求項１９】
　プログラマブルプロセッサに対し、
　検知モジュールから、少なくとも１つの電極を含む検知電極の組合せを用いて患者の脳
内で前記検知モジュールによって検知される生体電気信号を受け取らせ、
　前記患者の前記脳内の前記少なくとも１つの電極に近接する組織の１つまたは複数の特
性を示す生理学的モデルにアクセスさせ、
　前記生体電気信号および前記生理学的モデルに基づいて、前記患者の前記脳に電気刺激
を送達する刺激電極の組合せを選択させ、
　前記生理学的モデル、及び、前記生体電気信号の特性が、前記選択された刺激電極の組
み合わせを決定する、命令を含むプログラム。
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