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(57)【要約】
　マルチ周波数神経治療、および関連システムおよび方
法が開示される。ある特定実施態様による方法は、患者
の脊髄領域の第1標的部位に対し、最大約1,500 Hzの第1
周波数範囲内の周波数において第1電気信号を印加する
こと、および、該患者の脊髄領域の第2標的部位に対し
、約2,500 Hzから約100,000 Hzの第2周波数範囲内の周
波数において第2電気信号を印加することによって、患
者の痛みを少なくとも抑えることを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の疼痛を治療する方法であって：
　　患者の脊髄領域の第1標的部位に対し、最大約1,500 Hzの第1周波数範囲内の周波数に
おいて、第1電気信号を印加すること；および、
　　患者の脊髄領域の第2標的部位に対し、約2,500 Hzから約100,000 Hzの第2周波数範囲
内の周波数において、第2電気信号を印加すること、
　によって患者の痛みを少なくとも抑えること、を含む方法。
【請求項２】
　前記第1標的部位が、患者の脊髄領域の後柱にあり、前記第2標的部位が、患者の脊髄領
域の後根および後根神経節の内の少なくとも一つにあることを特徴とする、請求項１の方
法。
【請求項３】
　前記第2電気信号の印加が、約3,000 Hzから約10,000 Hzの第2周波数範囲内の第2電気信
号を印加することを含むことを特徴とする、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記第1電気信号を印加することによって感覚異常を誘発することをさらに含む、請求
項１の方法。
【請求項５】
　前記第2電気信号を印加することによって患者の不快を少なくとも部分的にブロックす
ることをさらに含む、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記第2電気信号を印加することによって、前記第1電気刺激信号を印加することによっ
て生じる患者の不快を少なくとも部分的にブロックすることをさらに含む、請求項１の方
法。
【請求項７】
　前記第2信号の印加が、第1周波数および第1振幅において該第2信号を印加することを含
み、その際、該第2信号の印加は：
　第2信号の周波数を、第1周波数から、該第1周波数よりも少ない第2周波数に下げること
；または、
　第2信号の振幅を、第1振幅から、該第1振幅よりも小さい第2振幅に下げること；または
、
　第2信号の周波数を、該第1周波数から該第2周波数へ、第2信号の振幅を、該第1振幅か
ら該第2振幅へ両方とも下げること、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１の方法。
【請求項８】
　前記第2電気信号の印加が：
　約2,500 Hzから約20,000 Hzの第1周波数、および、約2 mAから約10 mAの第1振幅におい
て第2信号を印加すること；および、
　該第2信号の振幅を、第1振幅から、同様に約2 mAから約10 mAの第2振幅に下げること、
　を含むことを特徴とする、請求項７の方法。
【請求項９】
　前記第2電気信号の印加が：
　約30,000 Hzから約50,000 Hzの第1周波数、および、約15 mAから約20 mAの第1振幅にお
いて第2信号を印加して、前記第1電気信号の印加から生じる患者の不快を少なくとも部分
的に阻止するブロックを確立すること；および、
　該ブロックを確立した後、該周波数を、約3,000 Hzから約10,000 Hzの第2周波数に下げ
ること、
　を含むことを特徴とする、請求項７の方法。
【請求項１０】
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　前記第2信号の振幅の低下が、前記第1振幅から、該第1振幅の約半分である第2振幅に下
げることを含むことを特徴とする、請求項７の方法。
【請求項１１】
　前記第2信号の印加が、前記第1信号の印加前に、該第2信号を印加することを含むこと
を特徴とする、請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記第2信号の印加が、前記第1信号の印加後に、該第2信号を印加することを含むこと
を特徴とする、請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記第2信号の始動に関連する開始反応を少なくとも抑えるために、前記第1信号の印加
が、前記第2信号の前に、該第1信号を印加することを含む方法であって、該第2信号によ
って少なくとも部分的ブロックが確立された後、該第1信号の印加を停止することをさら
に含むことを特徴とする、請求項１の方法。
【請求項１４】
　前記第1および第2電気信号の内の少なくとも一つの印加と組み合わせて、患者の脊髄領
域に硬膜外において局所麻酔薬を投与することをさらに含む、請求項１の方法。
【請求項１５】
　患者の痛みを治療するための方法であって：
　約40 Hzから約500 Hzの第1周波数範囲内の周波数において、患者の脊髄領域の後柱に第
1電気信号を印加することによって、該患者の中に感覚異常を誘発すること；
　約2,500 Hzから約100,000 Hzの第2周波数範囲内の周波数において、患者の脊髄領域の
後根および後根神経節の内の少なくとも一つに第2電気信号を印加することによって、第1
電気信号によって生じる患者の不快を少なくとも部分的にブロックすること、
　を含む方法。
【請求項１６】
　前記第2信号の印加が、第1周波数および第1振幅において第2信号を印加することを含み
、その際、該第2信号の印加は：
　第2信号の周波数を、第1周波数から、該第1周波数よりも少ない第2周波数に下げること
；または、
　第2信号の振幅を、第1振幅から、該第1振幅よりも小さい第2振幅に下げること；または
、
　第2信号の周波数を、第1周波数から第2周波数へ、第2信号の振幅を、第1振幅から第2振
幅へ両方とも下げること、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１５の方法。
【請求項１７】
　前記第2電気信号の印加が、約3,000 Hzから約10,000 Hzの周波数において、第2電気信
号を印加することを含むことを特徴とする、請求項１５の方法。
【請求項１８】
　患者の痛みを治療するための方法であって：
　患者の脊髄領域の後柱の近くに第1電極を埋設すること；
　患者の脊髄領域の後根および後根神経節の内の少なくとも一つの近くに第2電極を埋設
すること；
　該第1電極に対し、最大約1,500 Hzの第1周波数範囲内の周波数において第1電気信号を
印加すること；および、
　もしも患者が不快を感ずるのであれば、第1電気信号の印加と組み合わせて、かつ、第1
電極の位置を改めることなく、該第2電極に対し、約2,500 Hzから約20,000 Hzの第2周波
数範囲内の周波数において、第2電気信号を印加すること、
　を含む方法。
【請求項１９】
　前記第1電極の埋設が、複数の第1電極の埋設を含み、第2電極の埋設が、複数の第2電極
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の埋設を含むことを特徴とする、請求項１８の方法。
【請求項２０】
　複数の第1電極の埋設が、一対の第1電極を、第1双極性配置に設置することを含み、複
数の第2電極の埋設が、一対の第2電極を、第2双極性配置に設置することを含むことを特
徴とする、請求項１９の方法。
【請求項２１】
　前記第1電気信号の印加が、感覚異常を誘発するために第1電気信号を印加することを含
むことを特徴とする、請求項１８の方法。
【請求項２２】
　指令が、ソフトウェア指令であることを特徴とするシステム。
【請求項２３】
　第1および第2電気信号配送デバイスの少なくとも一つが、カテーテル配送型電極を含む
ことを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　コントローラーが、約3,000 Hzから約10,000 Hzの範囲の周波数に第2信号を規定するた
めの指令を有することを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　コントローラーが、第1周波数および第1振幅において第2信号を規定するための指令を
有し、該コントローラーは：
　該第2信号の周波数を、第1周波数から、該第1周波数よりも少ない第2周波数に下げるこ
と；または、
　該第2信号の振幅を、第1振幅から、該第1振幅よりも小さい第2振幅に下げること；また
は、
　該第2信号の周波数を、第1周波数から第2周波数へ、該第2信号の振幅を、第1振幅から
第2振幅へ両方とも下げること、
　を求める指令をさらに含むことを特徴とするシステム。
【請求項２６】
　コントローラーが：
　約2,500 Hzから約20,000 Hzの第1周波数、および、約2 mAから約10 mAの第1振幅におい
て第2信号を規定すること；および、
　該第2信号の振幅を、第1振幅から、同様に約2 mAから約10 mAの第2振幅に下げること、
　を求める指令を有することを特徴とする、請求項２５のシステム。
【請求項２７】
　前記コントローラーが：
　約30,000 Hzから約50,000 Hzの第1周波数、および、約15 mAから約20 mAの第1振幅にお
いて第2信号を印加して、前記第1電気信号の印加から生じる患者の不快を少なくとも部分
的に阻止するブロックを確立すること；および、
　該ブロックを確立した後、該周波数を、約3,000 Hzから約10,000 Hzの周波数に下げる
こと、
　を求める指令を有することを特徴とする、請求項２５のシステム。
【請求項２８】
　前記コントローラーが、前記第2信号の振幅を、前記第1振幅から、該第1振幅の約半分
である第2振幅に下げることを求める指令を有することを特徴とする、請求項２５のシス
テム。
【請求項２９】
　前記コントローラーが、前記第1信号の印加前に、前記第2信号を印加することを求める
指令を有することを特徴とするシステム。
【請求項３０】
　コントローラーが、前記第1信号の印加後に、前記第2信号を印加することを求める指令
を有することを特徴とするシステム。
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【請求項３１】
　第1および第2信号配送デバイスが、埋設可能基板によって担持されることを特徴とする
システム。
【請求項３２】
　患者の慢性疼痛を管理する方法であって：
　該患者の脊髄領域の神経組織の第1セクションに対し、神経組織の該第1セクションにお
いて神経活動を強調または始動するために、第1信号を印加すること、ここに、神経組織
の第1セクションは、患者の後柱に位置づけられ、第1信号は、最大約1,500 Hzの第1周波
数範囲内の周波数を持ち；および、
　該脊髄領域の神経組織の第2セクションに対し、神経組織の該第2セクションにおいて神
経活動を少なくとも部分的にブロックするために、第2信号を印加すること、ここに、神
経組織の第2セクションは、患者の後柱に位置づけられ、第2信号は、約2,500 Hzから約10
0,000 Hzの第2周波数範囲内の周波数を持ち、
　を含む方法。
【請求項３３】
　前記第1信号の印加が、前記第2信号の印加前に開始することを特徴とする、請求項３２
の方法。
【請求項３４】
　最初に前記第2信号を印加するとき、該第2信号の振幅を、初期振幅から第1振幅へ傾斜
上昇させることをさらに含む、請求項３３の方法。
【請求項３５】
　前記第2信号の振幅を、前記第1振幅から第1動作振幅へ下降させることをさらに含む、
請求項３４の方法。
【請求項３６】
　前記第1動作振幅が、約5 mAから10 mAの振幅範囲内にあることを特徴とする、請求項３
５の方法。
【請求項３７】
　神経組織の前記第2セクションに対する前記第2信号の印加が、約20 mAの初期振幅を有
する第2信号を印加することを含み、該第2信号の周波数が、約30,000 Hzから約50,000 Hz
の初期周波数であることを特徴とする、請求項３２の方法。
【請求項３８】
　前記第2信号の周波数を、前記初期周波数から第1動作周波数に下げることをさらに含む
、請求項３７の方法。
【請求項３９】
　前記第1動作周波数が、約3,000 Hzから約10,000 Hzの第3周波数範囲内にあることを特
徴とする、請求項３８の方法。
【請求項４０】
　前記少なくとも部分的ブロックが、神経組織の第2セクションにおいて確立された後、
前記第1信号の振幅を、初期振幅から第1刺激性振幅に増大することをさらに含む、請求項
３２の方法。
【請求項４１】
　神経組織の前記第1セクションに隣接して少なくとも第1電極を設置すること、
　　ここに、神経組織の該第1セクションに対する該第1信号の印加は、該第1信号を該第1
電極を介して印加することを含み；および、
　神経組織の前記第2セクションに隣接して少なくとも第2電極を設置すること、
　　ここに、神経組織の該第2セクションに対する該第2信号の印加は、該第2信号を該第2
電極を介して印加することを含み、
　をさらに含む、請求項３２の方法。
【請求項４２】
　前記第1電極の設置が、神経組織の前記第1セクションに隣接して電極アレイを設置する
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ことを含むことを特徴とする、請求項４１の方法。
【請求項４３】
　前記第1電極の設置が、神経組織の前記第1セクションに隣接して経皮リードを設置する
ことを含むことを特徴とする、請求項４１の方法。
【請求項４４】
　前記少なくとも部分的ブロックを維持するために、少なくとも部分的ブロックが神経組
織の前記第2セクションにおいて確立された後、前記第2信号の振幅を、第1動作振幅から
第2動作振幅へ下げることをさらに含む、請求項３２の方法。
【請求項４５】
　神経組織の第3セクションにおける神経活動を下方調整するために、前記脊髄領域の神
経組織の第3セクションに第3信号を印加することをさらに含み、ここに、神経組織の該第
3セクションは、前記患者の後根に位置づけられ、第3信号は、約2,500 Hzから約10,000 H
zの第3周波数範囲内の周波数を有し、かつ、該神経活動の下方調整は、神経組織の該第3
セクションに少なくとも部分的ブロックをもたらすことを特徴とする、請求項３２の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願に対する相互参照〕
　本出願は、2007年11月5日出願の、米国仮出願第60/985,353号に対する優先権を主張す
る。なお、この出願を、参照により本明細書に含める。
【０００２】
　本発明は、一般に、慢性疼痛病態を含む患者の病態を、脊髄に関連する神経組織を刺激
およびブロックすることを含む技術を通じて治療するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
A.　神経刺激治療
　広く各種の医学的障害を治療するために、現在行われる患者治療は、神経、筋肉、また
は器官に対し、刺激（例えば、上方調整）信号を印加することを含む。刺激信号パラメー
タ（例えば、パルス幅、周波数、および振幅）は、神経にそって器官（例えば、脳または
胃）に伝播される神経活動電位を始動するように選ばれる。
【０００４】
　神経線維に対し、下方調整信号を印加することも可能である。ある信号パラメータは、
神経を抑制したり、または、神経にそう活動電位の伝播をブロックする信号をもたらすこ
とが可能である。一般に、神経の伝導ブロックは、神経（例えば、求心性線維、遠心性線
維、有髄線維、および無髄線維）の全体断面、または断面の一部をブロックするように選
ばれる下方調整信号によって、該下方調整信号が印加される部位において起こる。
【０００５】
　あるシステムでは、下方調整信号は、患者の体のある区域に対する運動制御を管理する
ために使用される。例えば、運動活性を制御するための、迷走神経の低体温性神経ブロッ
クが非特許文献1に記載される。迷走神経の低体温性ブロック、および、それによる、胃
内容物排出にたいする作用が、非特許文献2に記載される。
【０００６】
B.　慢性疼痛に対する応用
　疼痛管理の目的で脊髄に対し上方調整的電気エネルギーを印加することが、1960年代以
来活発に行われている。印加される電気エネルギーと神経組織の間の相互関係に関する正
確な理解は完全には了知されてはいないが、脊髄神経組織に対する電場の印加は、該刺激
組織に関連する生体領域から伝達される、ある種の痛みタイプを効果的にマスクすること
が可能であることが知られる。慢性難治性疼痛の治療のための、そのような脊髄刺激(SCS
)が、Shealyらによって導入された（非特許文献3）。
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【０００７】
　もっと具体的に言うと、慢性疼痛で悩まされる生体領域（例えば、デルマトーム）に関
連する脊髄に対し上方調整電気パルスを印加すると、その生体の疾患地域において、感覚
異常、すなわち、痺れまたは刺痛から成る主観的感覚を誘発することが可能である。この
感覚異常は、脳において感知される非急性的痛み感覚を効果的にマスクすることが可能で
ある。
【０００８】
　痛み感覚を抑制するために使用されるものと同様の電気エネルギーはさらに、各種の運
動障害、例えば、震顫、失調、痙性などの症状の管理に使用することが可能である。運動
性脊髄神経組織（例えば、腹側神経根から出る神経組織）は、筋肉／運動制御信号を伝達
する。感覚性脊髄神経組織（例えば、背側神経根から出る神経組織）は、痛み信号の外、
他の感覚信号および固有受容器信号を伝達する。
【０００９】
　対応する背側および腹側神経根は、「別々に」脊髄から出る。脊髄の側方において、背
側および腹側神経根の神経組織は、混ざり合うか、または互いに絡み合う。したがって、
一病態（例えば、痛み）を管理し、コントロールすることを意図する電気刺激は、思いが
けず、隣接神経組織（例えば、運動神経）中の神経伝達経路を妨害する可能性がある。
【００１０】
　通例として、電気エネルギーは、脊髄を取り囲む硬膜層の外部の、後柱の上に位置づけ
られる電極を介して送り出される。通常、電極は、経皮リードによって担持されるが、た
だし、椎弓切開リードを使用することも可能である。一般に、経皮リードは、二つ以上の
電極を有し、タウヒー針様の刺入針を用いることによって硬膜外空間の中に配置される。
8電極経皮リードの例として、テキサス州PlanoのAdvanced Neuromodulation Systems, In
c.によって製造されるOCTRODE（R）がある。操作に際し、刺入針は、所望の椎骨間におい
て皮膚を貫通させ、硬膜層および周辺椎骨の間に位置する硬膜外空間に挿入される。刺激
リードを、該刺入針の貫通孔を通じて進め、該硬膜外空間内に挿入する。椎弓切開リード
は、一般に、比較的広い、パドル様形状を持ち、針を介してではなく、切開創を通じて挿
入される。硬膜と周辺椎骨の間の空間へ進入するために、例えば、患者の背部に小さい切
開創が設けられる。
【００１１】
　MelzakおよびWall（非特許文献4）の「ゲートコントロール」理論によれば、感覚異常
を伴う痛み感覚の抑制は、大型の、皮膚の求心性線維（Aαβ線維）の活性化によっても
たらされる。これらの神経線維は、後柱(DC)の中を上行する後根(DR)線維の一部であるか
ら、感覚異常感は、DCおよびDR両方の刺激によって誘発される可能性がある。
【００１２】
　しかしながら、可能な感覚異常の範囲は、DC線維が刺激されたのか、またはDR線維が刺
激されたのかに応じて大きく異なる。DC線維を刺激した場合、仙椎から電極レベルまでの
全てのデルマトームに一致する線維が活性化される場合があり、したがって、広範な感覚
異常範囲がもたらされる。一方、DR線維を刺激した場合、線維は、陰極接触点（単数また
は複数）に近い、ごく小数の細根（ルートレット）において活性化されるので、感覚異常
作用は、各体側において一つまたは二つのデルマトームに限局する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Dapoigny et al., "Vagal influence on colonic motor activity in c
onscious nonhuman primates（「覚醒状態の非ヒト霊長動物における結腸運動活性に及ぼ
す迷走神経の影響」）," Am. J. Physiol., 262: G231 - G236 (1992).
【非特許文献２】Paterson CA, et al., "Determinants of Occurrence and Volume of T
ranspyloric Flow During Gastric Emptying of Liquids in Dogs: Importance of Vagal
 Input（「イヌにおける液体胃内容物排出の際に見られる経幽門液流の出現および容量の
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決定因子：迷走神経インプットの重要性」）," Dig Dis Sci, (2000); 45:1509-1516.
【非特許文献３】Shealy et al. Anesth. Analg., 46, 489-491, 1967.
【非特許文献４】Melzak and Wall, Science, 150,971-978,1965.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　既存の脊髄刺激(SCS)治療技術にはいくつかの問題がある。一つは、感覚異常を伴う疼
痛性デルマトームをカバーするために、リードの恒久的最善位置を確保することが困難な
ことである。もう一つの問題は、通常、感覚閾値（すなわち、感覚異常が実現される閾値
）と、不快閾値（すなわち、患者が、痛みまたはその他の不快を経験する閾値）の間に、
小さい範囲の刺激振幅しか存在せず、このため、最大の治療効果のために必要とされる感
覚異常による、疼痛区域の完全な隠蔽が多くの場合妨げられることである（Holsheimer, 
Neurosurgery, 40, 5, 990-999, 1997）。
【００１５】
　いくつかの症例では、患者の抹消部位関連性慢性疼痛に対処するために、後柱に対し低
頻度刺激が印加される。しかしながら、慢性疼痛を克服するのに必要な感覚異常を起こす
ために、低頻度刺激を後柱に印加すると、後根も刺激される場合がある。例えば、刺激電
極が、後根のあまりに近くに設置された場合、および／または、低頻度刺激の振幅を増し
て不快閾値に達すると、後根が刺激されることがある。後根における不快閾値には、後柱
において感覚異常閾値（すなわち、感覚異常が影響を受ける閾値）に達する前に、達する
場合がある。したがって、臨床医は、後根刺激による不快を引き起こす前に所望の感覚異
常作用を実現しようとすると、後柱における信号振幅の増加においてごく僅かな自由度し
か持たないことになる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本開示の局面は、選ばれた神経組織に対して電気エネルギーを印加することによる慢性
疼痛の管理、および、特定実施態様では、脊髄領域の神経組織の一つ以上の領域に対して
神経変調療法を適用することによって慢性疼痛を治療するための方法およびシステムを主
眼とする。「脊髄領域」という用語は、本明細書で用いる場合、硬膜層内に位置づけられ
る、後柱、後根、および後根神経節の神経を含む。
【００１７】
　ある特定実施態様にしたがって患者の疼痛を治療する方法は、患者の脊髄領域の第1標
的部位（例えば、後柱）に対し、最大約1,500 Hzの第1周波数範囲内の周波数において、
第1電気信号を印加することを含む。この方法はさらに、患者の脊髄領域の第2標的部位（
例えば、後根および後根神経節の内の少なくとも一つ）に対し、約2,500 Hzから約10,000
 Hzの第2周波数範囲内の周波数において、第2電気信号を印加することを含む。特定実施
態様では、第2周波数範囲は、約2,500 Hzから約20,000 Hzまで、または、約3,000 Hzから
約10,000 Hzまでとすることが可能である。さらに別の実施態様は、第1電気信号を印加す
ることによって感覚異常を誘発すること、および、第2電気信号を印加することによって
、第1電気刺激信号を印加することによって生じる患者の不快を少なくとも部分的にブロ
ックすることを含む。
【００１８】
　別の実施態様による方法は、患者の脊髄領域の後柱の近くに第1電極を埋設すること、
患者の脊髄領域の後根および後根神経節の内の少なくとも一つの近くに第2電極を埋設す
ることを含む。この方法はさらに、第1電極に対し、最大約1,500 Hzの第1周波数範囲内の
周波数において第1電気信号を印加することを含む。患者が不快を経験した場合、第2電気
信号を、第2電極に対し、第1電気信号の印加と組み合わせ、かつ、第1電極の位置を改め
ることなく、約2,500 Hzから約100,000 Hzの第2周波数範囲内の周波数において印加する
。特定実施態様では、第2周波数範囲は、約2,500 Hzから約20,000 Hzまで、または、約3,
000 Hzから約10,000 Hzまでとすることが可能である。
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【００１９】
　さらに別の実施態様は、患者の疼痛治療のためのシステムを主眼とする。ある特定実施
態様では、システムは、最大約1,500 Hzの第1周波数範囲内の第1電気信号を規定する指令
、および、約2,500 Hzから約100,000 Hzまでの第2周波数範囲内の第2電気信号を規定する
指令を持つコントローラーを含むことが可能である。特定実施態様では、第2周波数範囲
は、約2,500 Hzから約20,000 Hzまで、または、約3,000 Hzから約10,000 Hzまでとするこ
とが可能である。第1電気信号配送デバイスは、第1電気信号を受容するようにコントロー
ラーに電気的に連結され、患者の脊髄領域の第1標的部位（例えば、後柱）の近くに位置
づけられるように構成されてもよい。第2電気信号配送デバイスは、第2電気信号を受容す
るようにコントローラーに電気的に連結され、患者の脊髄領域の第2標的部位（例えば、
患者の脊髄領域の後根および後根神経節の内の少なくとも一つ）の近くに位置づけられる
ように構成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本開示の実施態様にしたがって脊柱に適用される、電極アレイを備える、埋設可
能脊髄刺激装置の模式図である。
【図２】本開示の、別の実施態様にしたがって脊柱に適用される、経皮リードおよび電極
を備える、埋設可能脊髄刺激装置の模式図である。
【図３】本開示の実施態様による、図1の直線3-3にそって得られる、脊髄断面の部分的模
式図である。
【図４】本開示の実施態様による治療システムの異なるチャンネルの電極に印加される、
二相性、電荷平衡型、方形波パルスの例を示す。
【図５】本開示の実施態様による治療システムの異なるチャンネルの電極に印加される、
二相性、電荷平衡型、正弦波パルスの例を示す。
【図６】本開示の実施態様にしたがって後柱に印加される例示のブロック信号の模式図で
ある。
【図７】本開示の実施態様にしたがって後根に印加される例示の高周波(HF)ブロック信号
の模式図である。
【図８】本開示の実施態様による、ある任意の電極間隔において、感覚異常を誘発すると
考えられる例示の低周波（LF）刺激信号の振幅、および、患者の不快を誘発すると考えら
れるLF刺激信号の振幅を模式的に示す。
【図９】本開示の実施態様による、患者の後根に印加されるHFブロック信号、および後柱
に印加されるLF刺激信号の模式図である。
【図１０】本開示の実施態様にしたがって、振幅が、ある有限期間において、徐々に増し
て動作振幅に達する例示のブロック信号の模式図である。
【図１１】図11Aは、本開示の実施態様にしたがって治療の適用時に実施される周波数変
化を概観的に示す模式的グラフである。図11Bは、本開示の実施態様にしたがって、図11A
の治療の適用時に実施される振幅変化を概観的に示す模式的グラフである。図11Cは、本
開示の実施態様にしたがって、図11Aの治療の適用時における電荷／位相変化を概観的に
示す模式的グラフである。
【図１２】本開示の実施態様にしたがって、最初に高い周波数（例えば、約30-50 KHz)お
よび高い振幅（例えば、約15-20 mA)を持つ、例示のブロック信号の模式図である。
【図１３】本開示の実施態様にしたがって、初期の傾斜上昇期間を持つ図12のブロック信
号を示す。
【図１４】本開示の実施態様にしたがってLFおよびHF信号を印加するための代表的タイミ
ング戦略を示す、例示のLF信号および例示のHF信号の模式図である。
【図１５】本開示の実施態様にしたがって患者の脊髄に埋設される四つの電極を含む、代
表的電極アレイの模式的ブロックダイアグラムである。
【図１６】本開示の実施態様にしたがって患者の脊髄に埋設される四つの電極を含む、代
表的電極アレイの模式的ブロックダイアグラムである。
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【図１７】本開示の実施態様にしたがって患者の脊髄に埋設される四つの電極を含む、代
表的電極アレイの模式的ブロックダイアグラムである。
【図１８】本開示の実施態様にしたがって患者の脊髄に埋設される四つの電極を含む、代
表的電極アレイの模式的ブロックダイアグラムである。
【図１９】図19Aは、本開示の実施態様にしたがって、第1および第2経皮リードが一緒に
患者の体内に埋設されるリード構成の模式的ブロックダイアグラムである。図19Bは、本
開示の実施態様にしたがって、第1経皮リードは、患者の体内で後柱に近接して埋設され
、第2経皮リードは、患者の体内で後根に近接して埋設されるリード構成の模式的ブロッ
クダイアグラムである。図19Cは、本開示の実施態様にしたがって腰椎部位に位置づけら
れる経皮リードの部分的模式図である。
【図２０】本開示の実施態様にしたがって患者の後柱に複数の治療信号を出力するように
構成される、第1および第2リードを有する、マルチチャンネル経皮リード配置の模式的ブ
ロックダイアグラムである。
【図２１】本開示の実施態様にしたがって患者の後根に複数の治療信号を出力するように
構成される、第1および第2リードを有する、マルチチャンネル経皮リード配置の模式的ブ
ロックダイアグラムである。
【図２２】本開示の実施態様にしたがって、第1治療信号が、患者の後柱の神経に印加さ
れるところを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図1は、患者の脊髄SCの全体解剖形態に対して配置される、慢性疼痛緩和を実現するた
めの、代表的治療システム100を模式的に示す。この治療システム100は、患者の皮下に埋
設されるコントローラー（例えば、パルス発信機101）を含むことが可能である。このパ
ルス発信機101は、リード本体102を介して、脊髄SCのごく近くに埋設される、電極アレイ
103、またはその他の脊髄出力デバイスに付着される。電極アレイ103は、支持基板によっ
て担持される、複数電極、または電極接点を含んでもよい。パルス発信機101またはその
他のコントローラーは、リード本体102を介して、電極アレイ103に指令および電源を伝達
し、それらは、患者の神経線維に対し、該神経を上方調整（例えば、刺激）するか、およ
び／または、下方調整（例えば、ブロックまたは部分的ブロック）するように、治療信号
（例えば、電気パルス）を印加するのに使用される。したがって、パルス発信機101は、
それらの指令を含む、コンピュータ読み取り可能な媒体を含んでもよい。システム100の
パルス発信機101および／または他の要素は、一つ以上のプロセッサー、メモリー、およ
び／または、入出力デバイスを含んでもよい。パルス発信機101は、例えば、複数の信号
出力パラメータにしたがって信号を振り分けるための複数部分を、単一筐体の中に（図1
に示すように）、または複数の筐体の中に収めて含んでもよい。
【００２２】
　ある実施態様では、パルス発信機101は、治療信号を発生するための電力を外部電源105
から取得してもよい。患者に対して外部に配置されるこの外部電源105は、電磁誘導（例
えば、RF信号）を用いて埋設パルス発信機101に伝達される。例えば、外部電源105は、埋
設可能パルス発信機101内の対応コイル（図示せず）と交信する外部コイル106を含んでも
よい。外部電源105は、使用の便利のためにポータブルであってもよい。
【００２３】
　別の実施態様では、パルス発信機101は、治療信号を発するための電力を、内部電源か
ら取得してもよい。例えば、埋設されるパルス発信機101は、電力を供給するために、再
充電不能バッテリー、または再充電可能バッテリーを含んでもよい。内部電源が、再充填
可能バッテリーを含む場合、外部電源105は、このバッテリーの再充電のために使用され
てもよい。次に、この外部電源105は、適当な電源、例えば、標準的電源プラグ107を介し
て充電されてもよい。
【００２４】
　さらに別の実施態様では、外部プログラマー（図示せず）は、電磁誘導を介して埋設可
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能パルス発信機101と交信してもよい。したがって、施術者は、パルス発信機101によって
供給される治療指令を最新のものに改めることが可能である。必要に応じてさらに、患者
が、少なくともいくつかの治療機能、例えば、パルス発信機101の起動および／または停
止に対する制御を有していてもよい。
【００２５】
　図2は、別の治療システム200を示す。このシステムでは、埋設可能パルス発信機101は
、経皮リード体108および109に接続され、これらは次に電極110に接続される。リード108
、109、および電極110は、二つの電極110が、各リード108、109によって担持される、双
極型として示される。しかしながら、他の実施態様では、リード108、109はそれぞれ、治
療信号を印加するために、もっとたくさんの電極110（例えば、3、4、5、8個、またはそ
れ以上の電極）を含んでもよい。前述の実施態様のいずれにおいても、これらの電極は（
例えば、電極アレイ103、または経皮リード108、109の電極110）、さらに下記に詳述する
ように、種々のタイプの治療の適用を可能とするように、患者の内部の種々の神経線維の
近くに配置されていてもよい。
【００２６】
　図3は、本開示のいくつかの実施態様による代表的リード108（リード108a-108dとして
示される）のために選ばれた代表的部位と共に掲げる、脊髄SCおよび近傍脊椎骨VTを含む
脊髄領域SR（全体として、Crossman and Neary, “Neuroanatomy（「神経解剖学」）,” 
1995 (Churchill Livingstoneによって出版)に基づく）の断面図である。脊髄SCは、腹側
に位置する椎体VVBと、背側に位置する椎体DVBであって、横突起198および棘突起197を含
む椎体の間に位置づけられる。矢印VおよびDは、それぞれ、腹側および背側方向を特定す
る。特定実施態様では、椎骨VTおよびリードは、T10またはT11（例えば、軸的に低い背部
痛または脚痛の場合）にあってもよいし、他の実施態様では、リードは、他の部位に設置
されてもよい。脊髄SCそのものは、硬膜DMの中に位置する。硬膜はまた、後根DR、後根神
経節G、および前根VRを含む、脊髄SCから出る神経部分を取り囲む。脊髄SCは、上行経路
区域APおよび下行経路区域DPを含む、求心性および遠心性線維から成る、特定可能区域を
有するものとして描かれる。
【００２７】
　リードは、一般に、触覚線維は刺激するが、侵害受容性の痛み伝達に関わる線維の刺激
は回避するように位置づけられる。ある特定実施態様では、リード108a（例えば、第1リ
ード）は、脊髄SCの後柱DCに対して信号を直接供給するために、側部方向の中心（例えば
、脊髄中央線MLと整列する）に位置づけられてもよい。別の実施態様では、第1リードは
、中央線MLから側方に位置づけられてもよい。例えば、単一またはペア電極は、後柱DCに
信号を供給するように、脊髄中央線MLを少し外れて位置づけられる（リード108bによって
示されるように）。他の、一つ以上のリード（例えば、第2リード）は、後根DRまたは後
根進入ゾーンDREZの近くに（例えば、リード108cによって一般的に示されるように、脊髄
中央線MLから1-4 mm離れて）、および／または、後根神経節Gの近くに（リード108dによ
って示されるように）位置づけられてもよい。第2電極のための他の適切な場所としては
、同様に、中央線MLの側方に配置される「溝」が挙げられる。さらに別の実施態様では、
リード108は、脊髄SCの近くで、および／または、他の標的神経集団の近くの他の場所、
例えば、中央線MLの側方で、後根神経節194の内側の場所を有していてもよい。例えば、
リードは、硬膜辺縁ではなく、中央線リード108aおよび中央線外リード108bにおいて破線
で示されるように、硬膜下に配置されてもよい。施術者は、特定の患者の要求および病態
に応じて、前記場所の種々の組み合わせの内から任意のものを選択してよい。少なくとも
ある実施態様では、施術者は、二つのリードを、それぞれが、患者の脊髄SCの異なる標的
部位（例えば、神経集団）に対して信号を振り向けるように位置づけられるように設置し
てもよい。別の実施態様では、信号リードは、2ヶ所以上の標的部位に位置づけられる電
極を有していてもよい。いずれの場合も、個々の電極は、患者に対し有益な作用を実現す
るために、異なる神経集団に対し異なる特徴を持つ信号を配送してもよい。
【００２８】
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A.　治療選択肢
　一般に、異なる作用を及ぼすために、種々のタイプの治療信号が、患者の神経線維に印
加されてよい。例えば、患者の神経線維に対する低周波(LF)治療信号の印加は、該神経線
維を刺激して、当該技術分野において「感覚異常」と呼ばれる作用を生み出す可能性があ
り、この作用は、患者において痺れ感覚を引き起こす。この感覚異常作用は、慢性疼痛を
マスクし、患者に対し緩和を提供する可能性がある。このような治療信号の印加は、一般
に、脊髄刺激(SCS)療法として知られる。本開示のある特定実施態様では、LF信号は、最
大約1,500 Hzの範囲の周波数、および、信号周期の半分以下のパルス幅を持つことが可能
である。ある特定実施態様では、LF信号は、約40 Hzから約500 Hzの範囲の周波数を持つ
ことが可能である。
【００２９】
　神経に対する高周波(HF)治療信号の印加は、その神経をブロックまたは部分的にブロッ
クする。したがって、本開示において使用する場合、「ブロック」という用語は、一般に
、少なくとも部分的ブロック（例えば、部分的または完全ブロック）を指し、「ブロック
信号」という用語は、一般に、少なくとも部分的ブロックを引き起こす信号を指す。さら
に、ブロックとは、神経信号の伝達を抑制または阻止すると考えられているが、患者に対
する所望の作用（例えば、疼痛低減）は、必ずしもその機序だけに限定されるものではな
く、少なくともある実施態様では、疼痛低減は、他の、一つ以上の機序によって実現され
てもよい。このブロックは、興奮性反応が、患者の脳に達するのを抑制および／または阻
止する。通常、HF治療信号は、二相性信号を含む。ある特定実施態様では、HF治療信号は
、50%稼動サイクルと、約2,500 Hzから約100,000 Hzの範囲内の周波数を有する二相性（
交流）信号である。特定実施態様では、HF信号は、約2,500 Hzから約20,000 Hzの範囲内
、別の特定実施態様では、約3,000 Hzから約10,000 Hzの範囲内に周波数を持ってもよい
。
【００３０】
　後柱DC（図3）に印加することが可能な、HF信号波形の代表的例を、図4および5に示す
。図4に示す信号波形は、二相性、電荷平衡型、方形波パルスを含む。図示の例では、第1
波形400は、第1信号チャンネルC1に印加され、第2波形450は、第2信号チャンネルC2に印
加される。ある特定実施態様では、信号400、450間の相互作用を最小にするために、第1
信号チャンネルC1上の波形は、第2信号チャンネル上の波形と互い違いに交差される。こ
の選択肢は、一般に、HF信号の稼動サイクルが50%未満である場合、第1チャンネルC1と第
2チャンネルC2の間で共有される一つ以上の接点を用いて利用することが可能である。HF
信号が50%稼動サイクルを持つ場合、第1および第2チャンネルC1およびC2それぞれについ
て、この二つのチャンネル間の干渉を避けるために、別々の専用接点を用いることが可能
である。さらに別の実施態様では、図4に示すもの以外の信号波形を使用することも可能
である。例えば、図5は、それぞれ、第1および第2信号チャンネルC1、C2を介して印加す
ることが可能な、二相性、電荷平衡型、正弦波パルス500、550を示す。
【００３１】
　慢性疼痛の管理において治療信号を投与するための詳細な治療過程を下記に説明する。
ある実施態様では、医師、または他の施術者は、慢性疼痛管理のために治療を実施するに
際し、後述する治療過程の内の二つ以上を組み合わせるように選択することが可能である
。異なる種類の療法の組み合わせは、複数の患部において疼痛緩和を実行することを可能
とするから、患者に対しより広範な治療が提供される。例えば、一実施態様によれば、複
数の治療過程を、ある患者に対し同時に与えることが可能である。別の実施態様では、複
数の療法を、時間的に間を置いて、または外して組み合わせる（これが有利となる場合が
ある）ことも可能である。例えば、後に詳述するように、一治療信号を、別の治療信号の
始動および／または維持を促進するために使用してもよい。
【００３２】
1.　後柱におけるブロック作用
　慢性疼痛管理用治療実施の代表的第1治療過程は、患者の後柱DCに対し直接HFブロック
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信号を印加することを含む。例えば、図6は、後柱DCに対して印加される、代表的HFブロ
ック信号600の模式図である。このHFブロック信号は、感覚異常によって与えられる疼痛
緩和に取って代わるように、LF刺激信号の代わりに、後柱DCに印加してもよい。
【００３３】
　一般に、HF刺激ブロック信号600は、後柱DCにおいて、患者によって感じられる慢性疼
痛をブロックするのに十分な、部分的または総合的神経ブロックを確立するために後柱DC
に印加される。HF治療信号は、比較的低いデルマトームからの痛み信号の伝達をブロック
するために、後柱DCの一つ以上の選択領域（例えば、脊椎レベル）に対して印加してもよ
い。HFブロック信号は、その選択領域に対応するデルマトームにおける痛み感覚を抑制ま
たは阻止すること（例えば、麻酔を実行すること）が可能である。
【００３４】
2.　後根および／または後根神経節におけるブロック作用
　慢性疼痛管理用治療実施の代表的第2治療過程では、HFブロック信号は、後柱DCに対し
て直接的に行う代わりに、患者の、一つ以上の後根DRおよび／または後根神経節（単数ま
たは複数）Gに対して印加される。図7は、後根DRに対して印加される例示のHFブロック信
号700の模式図である。後根DRおよび／または後根神経節Gにおけるブロックは、生体の一
つ以上の領域と関連する感覚信号のブロックを促進する。一方、後柱DCにおけるブロック
は、一般に、触覚および固有受容器信号のみを、一般に、ブロック電極よりも下位に位置
する、該後柱DCのセクションと関連する全てのデルマトームにおいてブロックする。
【００３５】
　後根DRおよび／または後根神経節Gに電極（例えば、図1に示すアレイ103によって担持
される電極、または図2に示す電極110）を配置することによって、治療信号の範囲および
有効性を強調することが可能である。このような場所では、CSF液層が、後柱DCにおける
ほど厚くはないので、脊髄領域により多くの電流が流れることを可能とする。CSF液層は
、後柱DCに近づけば近づくほど厚くなり、これは、電流が後柱DCに達する前に、電流の多
くをシャントする可能性がある。電極を後柱DCから遠ざけることによって、神経線維の電
気的ブロックが、より少ない電力で確立される可能性のあることが期待される。
【００３６】
　さらに、感覚神経反応は、通常、後根DRを通って後柱DCへ進み、一方、運動神経反応は
、前根VR（図3参照）を通って脊髄SCへと進む。したがって、治療信号を後根DRに対して
印加することは、運動制御インパルスを低下させたり、排除することなく、感覚反応（例
えば、痛み）のブロックを促進することが可能である。
【００３７】
3.　抹消神経におけるブロック作用
　慢性疼痛管理用治療実施の第3治療過程では、HFブロック信号は、患者の末梢神経（例
えば、脊髄SCの遠位の神経）に印加してもよい。例えば、HFブロック信号は、患者の体性
神経に印加してもよい。別の実施態様では、HFブロック信号は、患者の自律神経に印加す
ることも可能である。抹消神経にHFブロックを印加することによって、電極を、脊髄SCお
よび脊髄液から遠ざけて設置することが可能となり、したがって、脊髄機能に対する干渉
の危険性が低くなる可能性がある。
【００３８】
4.　刺激治療によるブロック作用の組み合わせ
　慢性疼痛管理用治療実施の他の治療過程では、HFブロック信号の印加は、感覚異常を誘
発するための、患者の後柱DCに対するLF刺激信号の印加と組み合わされる。一般に、HFブ
ロック信号は、LF刺激信号の印加に由来する患者の不快を緩和することによって、感覚異
常の誘発を促進する可能性がある。
【００３９】
　後柱DCに対するLF刺激信号の印加は、電極（単数または複数）と脊髄の間の距離（例え
ば、中間の脳脊髄液層の厚み）に応じて、感覚異常を誘発するか、および／または、患者
の不快を誘発する。本明細書で用いる「不快」という用語は、一般に、不愉快な、望まし



(14) JP 2011-502586 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

からざる、具合の悪い、および／または好ましくない感覚、またはその他の反応を指す。
この用語は、痛みを含むが、ただし痛みに限定されない。通常、通例のSCS治療では、患
者の不快は、電極（単数または複数）によって引き起こされる電場が、思いがけず近くの
後根DRに印加されることから生じる。一般に、電極と脊髄の間の距離が大きければ大きい
ほど、信号振幅が増すにつれて、電場が、後根DRと相互作用を持ち、後根DRにおいて痛み
感覚を刺激し、したがって、不快および／または痛みを引き起こす可能性が高くなる。
【００４０】
　図8は、電極と脊髄の間の間隔の関数として表した、感覚異常（閾値曲線Tpによって表
される）を誘発すると考えられるLF刺激信号の振幅、および、患者の不快を誘発すると考
えられるLF刺激信号の振幅（閾値曲線TD）を模式的に示す。図8は、間隔の関数として振
幅を正確にプロットすることを意図したものではなく、むしろ、感覚異常閾値Tp、患者不
快閾値TD、および間隔の間の一般的関係を描くことを意図したものである。
【００４１】
　図8に示すように、電極が、脊髄に対し比較的接近して置かれている場合（例えば、距
離が、約距離Xよりも小さい場合）、電極（単数または複数）によって創出される電場は
、不快を引き起こす前に感覚異常を誘発する。一方、電極が、脊髄から遠く離れている場
合（例えば、距離が、約距離Xよりも大きい場合）、LF刺激信号は、感覚異常を誘発する
のに十分なレベルで後柱線維を刺激する前に、後根DR線維を刺激する可能性があり、した
がって、不快を招く可能性がある。感覚異常閾値Tp、および患者の不快閾値TDは、電極間
隔距離Xにおいて交わり、それは、少なくともある実施態様では約2 mmであり、信号出力
パラメータを含む要因に応じて変動する可能性がある。電極間隔、感覚異常、および疼痛
間の関係に関するさらなる詳細は、例えば、Effectiveness of Spinal Cord Stimulation
 in the Management of Chronic Pain:  Analysis of Technical Drawbacks and Solutio
ns（「慢性疼痛の管理における脊髄刺激の有効性：技術的欠点および解決の分析」） by 
Jan Holsheimer (Neurosurgery, Vol. 40, No. 5, May 1997)中に見出すことができる。
なお、この開示の全体を引用により本明細書に含める。
【００４２】
　慢性疼痛管理治療実施に関する開示の実施態様にしたがう、ある併用治療過程は、LF信
号振幅が不快閾値TDに達したときに引き起こされる不快感覚を抑制するために、HFブロッ
ク信号を使用し、それによって、LF信号の振幅をさらに感覚異常閾値Tpまで高めることを
可能とする。これは次に、仮令、該LF信号が、通常であれば、さらに不快を招かずに感覚
異常を引き起こすには、標的神経領域（例えば、後柱）から離れすぎていると考えられる
電極によって供給される場合でも、該LF信号が有効となることを可能とする。後述するよ
うに、他の併用治療過程も、脊髄領域の異なるセクションをブロックすることによって実
現される疼痛緩和によって、感覚異常によって実現される疼痛緩和を増大させる。
【００４３】
a.　後根におけるブロック作用
　慢性疼痛管理用治療実施の第4の代表的治療過程は、HFブロック信号を後根DR（および
／または後根神経節G)に印加し、一方では、LF刺激信号を、後柱DCに印加することである
。本開示で用いる「後根」という用語は、後根そのもの、後根進入ゾーン、および脊髄円
錐を含むことが可能である。図9は、患者の後根DRに印加されるHFブロック信号900、およ
び後柱DCに印加されるLF刺激信号950の模式図である。HF信号は、後根DRにおいてブロッ
クを確立し、これは、LF刺激信号の電場によって誘発される痛み感覚の、脳への伝達を抑
制する。
【００４４】
　ある実施態様では、HFブロック信号900は、LF刺激信号950が後柱DCに印加される前に、
後根DRに印加される。一方、別の実施態様では、HFブロック信号900は、LF刺激信号950が
後柱DCに印加されるのとほぼ同時か、またはその後で印加することが可能である。一実施
態様では、LF刺激信号950は、低レベル振幅で開始し、その後傾斜上昇して適切な動作振
幅に達することが可能である。
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【００４５】
　別の実施態様では、後根DRに印加されるHFブロック信号は、感覚異常によって実現され
る疼痛緩和を増大させる。例えば、後根DRのブロックは、抹消性疼痛（例えば、任意の末
梢性疼痛）が、後根DRを介して伝達されるのをブロックすることが期待される。これは、
LF信号によって引き起こされる不快だけでなく、LF信号が対処することを期待される疼痛
を含むことが可能である。
【００４６】
b.　後柱におけるブロック作用
　慢性疼痛管理用治療実施の第5の代表的治療過程は、後根DCの第1セクションにHFブロッ
ク信号を印加し、一方、後柱DCの第2セクションにLF刺激信号を印加する。LF刺激信号は
、後柱DCの第2セクション、およびそれより下方のセクション（例えば、全ての下方セク
ション）に関連するデルマトーム（例えば、全てのデルマトーム）において感覚異常の感
覚を誘発すると期待される。HFブロック信号は、第1セクション、およびそれより下方の
セクションにおいて引き起こされる興奮性反応が、脳へ達するのをブロックすることが期
待される。
【００４７】
　ある実施態様では、HFブロック信号は、LF刺激信号が後柱DCに印加される前に、後柱DC
に印加される。一方、別の実施態様では、HFブロック信号は、LF刺激信号が印加されるの
と事実上同時か、またはその後で印加することが可能である。一実施態様では、LF刺激信
号は、低レベル振幅で開始し、その後傾斜上昇して適切な動作振幅に達することが可能で
ある。
【００４８】
　別の実施態様では、後柱DCに印加されるHFブロック信号は、感覚異常によって実現され
る疼痛緩和を増大させる。例えば、LF刺激信号は、疼痛感覚を抑制する神経反応を発射す
ることが可能であり、HFブロック信号は、痛み信号を脳へ伝達する神経反応を抑制するこ
とが可能である。
【００４９】
　一般に、HF信号は、LF信号が印加される部位よりも上（上位）または下（下位）の後柱
DCに印加することが可能である。後柱DCに印加される信号は、標的感覚信号経路にそって
両方向に、例えば、脳に向かう方向（順行）、および脳から遠ざかる方向（逆行）に活動
電位を誘発する傾向がある。もしも、順行性LF信号が、標的疼痛をマスクする、痺れなど
の快適（または少なくとも嫌悪を招くものではない）感覚を引き起こすのであれば、後柱
DCに印加されるHF信号は必要ないかも知れない。一方、もしも、LF信号が不快感覚（順行
信号）を引き起こし、対応する逆行信号が標的疼痛を緩和するように作用するのであれば
、HF信号は、該順行信号によって引き起こされる不快感覚は抑制するが、一方、有益な逆
行信号に対してはまったく作用を及ぼすことがないように、LF刺激の上位に印加されても
よい。さらに、患者は、後柱における電気接点と結合するLF信号発信機、および、該後柱
DCに対して上位に位置する電気接点と結合するHF信号発信機を含むデバイスを装着するこ
とが可能である。特定実施態様では、もしも(a)LF信号によって引き起こされる感覚異常
が患者にとって嫌悪をもよおすものであり、かつ、(b)LF信号によって引き起こされる逆
行活動電位が標的疼痛を抑えるものであるならば、HF信号発信機が活性化される。
【００５０】
　別の実施態様では、HF信号は、LF信号が印加される場所よりも下位の場所の後柱DCに印
加することが可能である。この場合、LF信号によって引き起こされる逆行信号は、標的疼
痛の低減には寄与しない（または有意に寄与しない）と仮定される。したがって、このよ
うな逆行信号をブロックすることが期待される、下位部位におけるHF信号の印加は、LF信
号の有効性、例えば、順行性感覚異常作用に対して影響を及ぼさないと予想される。さら
に、近年の証拠に基づけば、痛みは脊髄視床路を通るとする比較的古いモデルとは対照的
に、後柱DC線維が痛みを伝達することが仮定される。この仮定に基づけば、後柱を通る順
行性痛み信号をブロックすることは、標的疼痛を低減することが期待される。
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【００５１】
B.　治療パラメータ
　一般に、前述の治療選択肢、またはそれらの一つ以上の組み合わせを用い、患者に対し
、慢性疼痛管理を提供するには、治療システム100、200（図1および2）を利用することが
可能である。下記の治療パラメータは、特定実施態様による治療パラメータを表す。
【００５２】
1.　信号パラメータ
　一般に、HFブロック信号は、約2,500 Hzから約100,000 Hzの範囲の周波数を持つことが
可能である。ある特定実施態様では、HFブロック信号は、約2,500 Hzから約20,000 Hz、
別の実施態様では、約3,000 Hzから約10,000 Hzの範囲の周波数を持つ。別の特定実施態
様では、HF信号は、10,000 Hzを超える周波数を持つ。10,000 Hzを上回る周波数では、移
行時間が短くなる、例えば、ブロックを確立するのに必要な時間よりも短くなることがあ
る。HFブロック信号の電流は、一般に、約2 mAから約20 mAの範囲にあってよい。ある特
定実施態様では、代表的HFブロック信号の電流は、約5-10 mAである。
【００５３】
2.　始動後の信号振幅変調
　HFブロック信号を始動した後、該ブロック信号の振幅を、患者の感覚体験に影響を及ぼ
すことなく、第1動作レベルから、より低い第2動作レベルに下げることが可能である。例
えば、特定実施態様では、始動後、HFブロック信号の振幅を、確立されたブロックに影響
をおよぼすことなく、約10-30%下げることが可能である。この結果によって、治療システ
ム100、200（図1および2）を操作するのに必要な電力を有利に下げることが可能となる。
例えば、動作電力の低減は、パルス発信機101のバッテリー寿命を延長するか、または、
その他電源消耗の低減を可能とする。
【００５４】
3.　オン／オフ時間の変調
　ある実施態様では、治療は、不連続的に、すなわち、稼動サイクルにしたがって、治療
が与えられる期間、および、治療が停止される期間を含むように印加することが可能であ
る。種々の実施態様では、治療印加時間は、数秒から数時間の範囲に亘ることが可能であ
る。別の実施態様では、治療信号の稼動サイクルは、数ミリ秒に亘ることが可能である。
【００５５】
C.　ブロック信号の始動
　最初にHFブロック信号が神経線維に印加されると、ブロックが効果を発揮する前に、患
者は開始反応を体験する。開始反応は、神経線維の短時間の活性化によって誘発され、突
然の痛み、および／または、不随意の筋収縮をもたらす。このような開始反応は、治療信
号が、患者の後柱DC、後根DR、後根神経節G、または末梢神経に印加されたかどうかとは
無関係に起こることが可能である。
【００５６】
　この症状を和らげるために、後述のような、種々の始動手順を使用することが可能であ
る。例えば、ブロック信号を始動することによって引き起こされる神経の活性化は、該ブ
ロック信号の信号パラメータ（例えば、振幅および／または周波数）を調整することによ
って緩和することが可能である。それとは別に、開始反応によって引き起こされる患者の
不快は、さらに別の疼痛管理治療を適用することによってマスクすることが可能である。
【００５７】
1.　開始反応の緩和
　本開示で用いる場合、開始反応の緩和とは、一般に、他のやり方では、ブロック信号が
印加される神経にもたらす活性化が減少することを指す。
【００５８】
a.　振幅の傾斜上昇
　患者の開始反応を緩和するための最初の始動手順は、神経に印加されるブロック信号の
振幅を徐々に傾斜上昇させることを含む。本開示で用いる場合、ブロック信号の振幅とは
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、該信号の電流振幅および／または電圧振幅を指してもよい。なぜならば、ブロック信号
の電流と電圧の間には直接的関係が存在するからである。
【００５９】
　比較的低い振幅で信号を始めることによって、最初は、比較的少数の線維が影響され、
刺激される。振幅が増大するにつれ、以前の神経線維においてブロックが確立されるとき
には、さらに新たな神経線維が刺激される。したがって、一時に活性化される神経線維の
全数は、非傾斜性始動刺激に比べると、減少する。同様に、刺激線維によって引き起こさ
れる患者の不快も緩和することが期待される。
【００６０】
　例えば、図10では、代表的ブロック信号1000の振幅および／または周波数は、ある有限
期間において、徐々に増して動作振幅OAに達する。一実施態様では、波形1000の振幅は、
数秒の期間に亘って増大する。一方、別の実施態様では、振幅および／または周波数は、
それよりも長いか、または短い期間（例えば、数分または数ミリ秒）に亘って増大するこ
とも可能である。さらに別の実施態様では、振幅および／または周波数は、図11A-11Cを
参照しながら後述するように、経時的に減少させることが可能である。
【００６１】
b.　振幅および周波数変調
　図11A-11Cを参照すると、治療に対する開始反応を抑えるための、第2の始動手順は、少
なくとも二つの相を含む。一つは、印加される周波数および／または振幅は、一般動作レ
ベルを上回るものであり、一つは、周波数および／または振幅は低減されて、動作レベル
に達するものである。これらの相、およびさらに別の相（ある場合には、必要に応じて選
ばれる相）を下記に説明する。
【００６２】
　ある実施態様では、第2始動手順は、選択的開始相P0を含む。この相では、ブロック信
号の周波数は一定レベルF1に維持されるが（図11A参照）、ブロック信号の振幅は、低振
幅A1から、高振幅A2へと傾斜上昇される（図11B参照）。
【００６３】
　第1相P1では、一般的動作周波数FO1および動作振幅AO1よりも大きい周波数F1および振
幅A2を持つブロック信号が神経に印加される。例えば、約2,500 Hzから約20 kHzの範囲の
周波数、および最大約20mAの振幅を持つブロック信号を、第1相P1において印加すること
が可能である。
【００６４】
　ある実施態様では、極めて高い周波数F1および高い振幅A2を有するブロック信号の印加
は、神経に対し速やかにブロックをもたらす。一方、別の実施態様では、第2始動手順は
、ブロックが確立される（すなわち、その間に、信号の強度が閾値T1を超える）選択的移
行相P2を含んでもよい。しかしながら、移行相P2を利用する場合でも、このブロック信号
は、単純に動作周波数および動作振幅を有するだけの信号で実現されると考えられるもの
よりも速やかに神経においてブロックを確立する。
【００６５】
　移行相P2の間、ブロック信号の周波数は、極めて高い周波数F1から、周波数F2に減少す
る（図11A参照）。周波数F2は、周波数F1よりも低いが、それでも依然として、動作周波
数FOよりも有意に高い。周波数を下げることは、相当たりの電荷を増し、したがって、ブ
ロック信号当たりの強度を増す（図11C参照）。周波数は、信号強度が、ブロック強度T1
と交わるまで低減される。一実施態様では、振幅を、移行相P2の間、さらに増大させても
よい。
【００６６】
　続く相P3において、ブロック信号の周波数および振幅は、ブロックが確立されたレベル
から、第1動作レベル（例えば、FO1、図11Bに示すAO1）に減少させることが可能である。
一実施態様では、ブロック信号の相あたりの電荷が、ブロック閾値T1を超えるとブロック
が確立される（図11C参照）。ブロック信号の振幅を下げると、電源の消耗が減る。周波
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数の低下は、振幅の低下を補償するために、相当たりの電荷（例えば、神経線維に印加さ
れる刺激）を増す。一実施態様では、施術者は、周波数と振幅を同時に傾斜下降させる。
一方、別の実施態様では、振幅および周波数を、別々の時間に傾斜下降させることも可能
である。
【００６７】
　ある実施態様では、選択相P4は、ブロックが確立された後、信号の振幅を、第1動作レ
ベルAO1から異なる動作レベルAO2へ下げることを含む（図11B参照）。振幅を減らすこと
は、相当たりの電荷を下げる（図11C参照）。仮令、相当たりの電荷が第1閾値T1より下降
しても、相当たりの電荷が、第2閾値T2よりも低く下降しない限り、ブロックを維持する
ことは可能である（図11C参照）。通常、閾値T2は、閾値T1よりも10-30%低い。
【００６８】
　図12は、最初に高い周波数F1（例えば、約30-50 KHz)および高い振幅A2（例えば、約15
-20 mA)を持つ、例示のブロック信号1200の模式図である。図示の例では、ブロック信号1
200は、二相性、電荷平衡型、方形波である。一方、別の実施態様では、ブロック信号120
0は、好みのいずれの波形を含んでもよい。神経に対するブロックが確立されると、ブロ
ック信号1200の振幅は、適切な操作レベルAO（例えば、約5-10 mA）に傾斜下降される。
図12にさらに示されるように、ブロック信号1200の周波数も、適切な操作レベルFO（例え
ば、約3-10 KHz)に下げることが可能である。
【００６９】
　図13は、1200aにおいて示される、初期の傾斜上昇相（その間に、信号振幅は増して最
大振幅MAに達する）を持つブロック信号1200を示す。信号振幅を傾斜上昇させることによ
って、患者の不快を低減させるか、または無いものとして、信号を安全に始動することが
可能となる。一方、他の実施態様では、開始相P0を飛び越して、ブロック信号の極めて高
振幅A2を最初から印加することも可能である。
【００７０】
2.　開始反応のマスキング
　本開示で用いる場合、開始反応のマスキングという用語は、一般に、ブロック信号が印
加される神経の活性化に影響を及ぼすことなく、他のやり方であれば開始反応から生じる
はずの患者の不快が低下することを指す。
【００７１】
a.　感覚異常の誘発
　図14を参照すると、後柱DCに印加されるLF刺激信号によって誘発される感覚異常は、後
根DRに印加されるHFブロック信号の開始反応を緩和することが可能である。低レベル感覚
異常は、患者の慢性疼痛をコントロールするには十分な強くはないものの、HFブロック信
号の始動による、患者の体験する不快のいくらか、またはその全てを緩和することが可能
である。治療信号の、相対的タイミングの例を図14に示す。
【００７２】
　図14に示すように、低振幅および低周波数（例えば、約40 Hzから約250 Hzの範囲の）
を持つLF刺激信号1450が、感覚異常を誘発するために、患者の後柱DCに印加される。次に
、高周波数（例えば、約2,500から約Hz 100,000Hz、およびある特定実施態様では、約2,5
00 Hzから約20,000 Hz、およびさらに別の特定実施態様では、約2,500 Hzから約10,000 H
z）を持つHFブロック信号1400が、患者の後根DRに印加される。後柱DCを刺激することに
よって誘発される感覚異常は患者の安楽を強調し、一方、部分的または完全なHFブロック
は後根DRにおいて確立される。代表的例では、LF信号は、HF信号の印加前、数秒間、少な
くとも不快および／または痛みを引き起こす振幅以下の振幅で、後柱DCに印加される。特
定実施態様では（例えば、HFブロック信号自体が、十分な治療効果を有する場合）、HF信
号が確立され、開始反応を経験する期間が過ぎ去った時点で、LF信号を停止することも可
能である。代表的実施態様では、この期間は、約5秒から約5分であってもよい。次に、HF
信号が再び開始反応を抑制または除去するために始動された時点で、LF信号を短期間再度
確立してもよい。このようにして、連続的（したがって、電力消費的）LF信号を要するこ
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となく、開始反応をコントロールすることが可能である。この配置は、LF信号が、HF信号
部位よりも上位の部位に印加される場合、例えば、LFおよびHF信号の両方が後柱DCに印加
される場合、またはLF信号が、HF信号が印加される後根DR部位よりも上の後柱DCに印加さ
れる場合に、使用することが可能である。
【００７３】
b.　薬理学的麻酔剤
　さらに、痛みの神経伝達シナプスまたは神経筋接合部に影響を及ぼす、一つ以上の製剤
を、HFブロック信号などの治療信号を開始する前に、患者に対し投与することが可能であ
る。例えば、これに関連して、硬膜外に注入する場合、ブピバカインおよび／またはその
他の適切な局所麻酔剤を使用してよい。硬膜外および脊髄ブロックのために使用される、
多種クラスの鎮痛剤としては、局所麻酔剤、オピオイド、アドレナリン作用剤、およびコ
リン様作用剤が挙げられる。局所麻酔剤は、軸索のナトリウムチャンネルのコンダクタン
スを可逆的にブロックすることによって神経伝導を抑制する。オピオイドは、脊髄の後角
におけるオピオイド受容体に可逆的に結合することによってその作用を及ぼす。アルファ
-2アドレナリン様因子は、脊髄のアルファ-2アドレナリン様受容体と相互作用を持ち、コ
リン様作用剤は、脊髄後角表面層のムスカリン様およびニコチン様受容体近傍のアセチル
コリン濃度を増すことによって鎮痛作用を発揮する。製剤は、電気信号を供給するものと
同じデバイスから送達してもよいし、または薬剤は、別のデバイスから送達してもよい。
ある特定実施態様では、薬剤を滲出させるために、PLGAまたは別の適切なポリマーの使用
が可能である。
【００７４】
D.　電極構成
　図15-18は、四つの電極を持つ電極アレイを含む、異なる設計の変異態様を示す。別の
実施態様では、アレイは、同じまたは別のパターンに配置される、もっと大きいか、また
はもっと小さい数の電極を含むことも可能である。ある特定の実施態様では、アレイは、
三つの電極を含むことが可能である。さらに別の実施態様では、アレイは、最大16個また
はそれ以上の電極を含むことが可能である。電極の数を増すことは、治療中利用すること
が可能なチャンネルベクトルの数を増すことになり、これによって、施される治療の種類
、および／または、治療が施される領域が拡大される。
【００７５】
　図15は、脊髄SCに埋設される四つの電極115、116、117、118を含む例示の電極アレイ11
9を示す。図15に示す実施態様では、第1治療信号（例えば、後柱DCにおいて感覚異常に影
響を及ぼすため）が、後柱DCにそって延び、第1ペア電極116、117を含むことが可能な、
アレイ119の第1出力チャンネルC1（模式的に示す）を介して印加される。第2治療信号（
例えば、後根DRにおいて痛みをブロックするため）は、第1出力チャンネルC1に対しある
角度（例えば、10°、30°、60°、90°、120°など）で延び、第2ペア電極115、116を含
むことが可能な、アレイ119の第2出力チャンネルC2（模式的に示す）を介して伝達される
。
【００７６】
　この構成では、電極116および電極117の間の第1チャンネルC1を介して印加される電気
刺激のベクトルは、電極116および電極115の間の第2チャンネルC2を介して印加される電
気刺激のベクトルに対して傾く。角度付き（例えば、直角）信号チャンネルC1、C2を実現
するように電極を配置することによって、チャンネルC1、C2間の、電場相互作用を、低減
または最小化することが可能である。さらに、第1チャンネルC1は、後柱DCと整列するよ
うに、第2チャンネルC2は、後根DRと整列するように方向づけることが可能である。例え
ば、第2チャンネルC2は、脊椎骨の胸椎領域の近くでは全体として直角に、腰椎領域に近
づくにつれてより鋭角的に配置することが可能である。
【００７７】
　残余の電極118は、治療信号を印加するための他のチャンネルを創出するのに使用する
ことが可能である。例えば、もしも後根が、第2ペア電極115、116の上で電極アレイ119を
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横切るのであれば、第2治療信号は、該後根DRをブロックするために、電極117、118間の
第3チャンネル（図示せず）にそって印加することが可能である。別の実施態様では、残
余電極118は、治療をさらに最適なものとするために、後柱DC用の他の刺激ベクトルを提
供することが可能である。
【００７８】
　第1電極の内の一方（例えば、第1電極116）が、第1チャンネルC1および第2チャンネルC
2両方の一部を形成する、前述の配置は、両チャンネルC1、C2に印加される信号が相互に
交差される場合に適切である可能性がある。例えば、この配置は、第2チャンネルC2に印
加されるHF信号が、50%未満の稼動サイクルを持ち、第1チャンネルC1に印加されるLF信号
がこのHF信号と交差される場合適切である可能性がある。別の実施態様では（図15におい
て破線で示される）別の第1電極116aが、第1チャンネルC1のために電極117と組み合わせ
て使用され、電極115、116は、別の第2チャンネルC2を形成する。この配置は、一方の、
または両方のチャンネルC1、C2に対して印加される稼動サイクルが50%である場合、使用
することが可能である。見易くするために図示はしないが、同様の配置は、他の図面、例
えば、図16および18に示す実施態様にも適用することが可能である。
【００７９】
a.　側方間隔
　図16は、図15に示す電極アレイ119の変異態様である電極アレイ120を示す。電極アレイ
120は、図14に示す対応電極115から側方にずれ、したがって、長さを延長させた第2出力
チャンネルC2aを形成する、電極123を含む。チャンネルC2aの延長した長さは、より広い
カバー範囲を持つ電場を創出する。患者の特異的解剖特徴の場合、電場の増大は、例えば
、より多くの数の線維をブロックすることが望ましい場合有利である場合がある。一般に
、電場が大きければ大きいほど、治療信号の影響を受ける神経線維の数は増大する。後柱
DCにそって印加されると、大きな電場は、より深く、より側方において後柱DCの中に浸透
し、そのため、生体の広い領域に亘って痛みが抑制される（例えば、複数のデルマトーム
をカバーすることによって）。
【００８０】
　一方、前述したように、神経線維の広い領域に影響を及ぼすことは必ずしも望ましいこ
とではない。例えば、後柱DCに印加される比較的大きな電場は、後根DRまたは前根上の隣
接線維により「漏洩」しやすくなる。さらに、比較的大きい電場は、運動制御信号を輸送
する線維（例えば、前根）を刺激またはブロックする可能性がある。大きな電場は、これ
らの運動神経細胞に影響を及ぼしやすく、治療に対し有害な副作用を引き起こしやすい。
したがって、少なくともこのようなある場合では、図15に示すアレイ119は、比較的適切
であると考えられる。
【００８１】
b.　軸方向間隔
　電極アレイ中の電極はまた、後柱DCにそう浸透を増すために軸方向に隔てることが可能
である。例えば、図17に示す配置では、電極アレイ121は、電極116、117と軸方向に整列
されるが、電極116に対し軸方向に下位の部位に配される電極124を含む。
【００８２】
　ある実施態様では、チャンネルは、該チャンネルの長さを増すために、非隣接電極間に
形成することも可能である。例えば、図17に示す実施態様では、電極124は、電極117と第
1チャンネルC1aを形成することが可能である。一方、別の実施態様では、チャンネル長は
、隣接電極間の間隔を増すことによって延長する。
【００８３】
c.　非直角方向
　ある実施態様では、電極アレイは、患者の解剖形態を反映する、電極刺激のためのベク
トルを提供するように構成することが可能である。例えば、図18に示す電極アレイ122は
、電極アレイ119と関連して上述した対応電極と、全体として類似の電極115、116、117を
含む。さらに、電極アレイ122は、電極115から軸方向に隔たった電極125を含む。図示の
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例では、電極125は、電極115に対し、軸方向に隔てられて、下位の部位にある。電極125
は、アレイ119の電極118の代わりに含めることが可能である。
【００８４】
　電極アレイ122は、一般に、脊髄SCの椎間孔において後柱DCを離脱する後根DRが辿る方
向に一致して走るチャンネルベクトル（例えば、チャンネルC2b)を提供すると有利である
可能性がある。脳の近位側では、後根DRは、後柱DCに対し、全体として直角に後柱DCから
枝分かれする。一方、脳の遠位側では、後根DRは、次第に下方角度において後柱DCから枝
分かれする。したがって、図18に示すタイプのアレイは、脳の遠位の応用に対して特に適
切である可能性がある。
【００８５】
3.　経皮リード構成
　アレイ電極の構成に関しては色々の詳細がすでに記載されている。これから図19A-21に
関連して説明するように、同じ電極構成の多くのものは、双極性または多極性経皮リード
によって実現することも可能であることが了解されるであろう。通常、経皮リードの要求
する浸襲的手術の度合いは少なく、したがって、電極アレイよりも埋設するのに好都合で
ある。
【００８６】
a.　双極性リード
　図19Aに示すリード構成140は、第2経皮リード130と共に患者の体内に埋設される、第1
経皮リード126を含む。第1経皮リードは、それぞれ、第1および第2電極127、129を持ち、
第2経皮リード130は、それぞれ、第1および第2電極131、133を持つ。電極127、129、131
、133は、全体として、脊髄SCにそって整列される。通常、第1リード126の電極127、129
は、第2リード130の電極131、133に対し平行に整列されるが、それらから側方に外れてい
る。
【００８７】
　治療信号は、一方、または両方のリード126、130を用いて発生させることが可能である
。後柱DCに治療信号を印加するには、該治療信号は、通常、単一リード（例えば、第1リ
ード126）にそって配される電極によって発生される。後根DRに治療信号を印加するには
、該治療信号は、通常、二つ以上の異なるリード上の電極（例えば、第1リード126の第1
電極129と、第2リード130の第2電極133）によって発生される。図示の例では、LF刺激信
号は、第1リード126を介して後柱DCに印加することが可能であり、HFブロック信号は、そ
れぞれ、第1および第2リード126、130の電極129、133を介して後根DRに印加することが可
能である。
【００８８】
　別の実施態様では、他のタイプの治療信号を、第1および第2リード126、130を介して印
加することが可能である。例えば、HFブロック信号を、第2リード130の電極131、133を介
して後柱DCに印加することが可能である。
【００８９】
　図19Bは、第2リード130aが後根DRにそって位置づけられ、第1リード126aが後柱DCにそ
って位置づけられる、別の実施態様を示す（図19B参照）。本実施態様の一局面では、上
方調整（例えば、感覚異常誘発性）信号は、後柱DCにおいて第1リード126aに印加するこ
とが可能であり、下方調整（例えば、ブロック）信号は、後根DRにおいて第2リード130a
に印加することが可能である。
【００９０】
　図19Cは、腰椎下部および仙椎、および関連神経根を含む、脊椎の下位部分を示す。信
号（例えば、HF信号）は、これらの神経根だけに、または、上位の後柱に印加される信号
と組み合わせて印加することが可能である。特定実施態様では、リード、またはペアリー
ドは、リードの数よりも多数の神経根に信号を供給するように、隣接根の間に位置づける
ことが可能である。例えば、それぞれ電極または電極接点160を有するリード152a、154b
の第1ペアは、少なくともS2、S3、およびS4根に信号を供給するように、S3根の対向側面



(22) JP 2011-502586 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

にそって位置づけられてもよい。別の代表的例では、リード152b、154bの第2ペアは、L5
根、S1根、および必要に応じてL4根にも信号を供給するように、L5根と並べて設置される
。別の実施態様では、同様の（または、別の）構造を有するリードを、他の根にそって設
置することが可能である。上述の配置の利点は、少数のリードを用いて、比較的多数の根
に対して信号を印加することが可能となるということである。
【００９１】
b.　マルチチャンネルリード配置
　図20および21は、患者に複数の治療信号を出力するように構成される第1および第2リー
ド152、154を有する、マルチチャンネル経皮リード配置150を示す。図20は、一般に、後
柱DCに治療を印加するために、どのようにリード配置150を使用することが可能であるか
を示す。図21は、一般に、後根DRに治療を印加するために、どのようにリード配置150を
使用することが可能であるかを示す。種々の実施態様において、患者の後柱DCおよび／ま
たは後根DRに複数タイプの治療信号を供給するために、リード152、154を協調させること
が可能である。
【００９２】
　リード配置150の各リード152、154は、電極の第1配置155、電極の第2配置157、および
電極の第3配置159を含む。図示の例では、第1および第3配置155、159は、双極電極を含む
。第2配置157は、3極性電極配置（例えば、中央に陰極で、両側に陽極）。このような実
施態様では、電流を独立に制御して、電極対神経の位置取りに合わせて治療を調整するこ
とが可能である。一方、別の実施態様では、リード152、154は、他の電極配置を含むこと
が可能である。図示の例では、リード配置150の各リード152、154は、7個の電極を含む。
一方、別の実施態様では、リードは、1個、2個、3個、4個、5個、またはそれ以上の電極
を含むことが可能である。
【００９３】
　一般に、一方の、または両方のリード152、154における電極の第1配置155は、感覚異常
を誘発するために後柱DCにLF刺激信号を印加することが可能である。通常、刺激信号の電
場は、電場が後柱DCの長さにそう方向性を持つように、単一リードの電極によって発生さ
せることが可能である。例えば、図20では、第1リード152の第1配置155の電極が、後柱DC
に電場を創出して感覚異常感を誘発する。
【００９４】
　一実施態様では、リード152、154の一方の第2配置157の電極は、後柱DCにおいてHFブロ
ック信号の電場を発生し、後柱DCにおいてブロックを確立することが可能である。例えば
、第2配置157の電極は、図20に示すように、3極構成を形成し、HFブロック信号を産出す
ることが可能である。別の構成では、第2配置157の電極よりも多数の、または少数の電極
を用いてHFブロック信号を発生させることが可能である。
【００９５】
　別の実施態様では、HFブロック信号は、両リード152、154の第2配置157の電極の内少な
くとも若干数にそって後根DRに印加することが可能である。例えば、図21において、両リ
ード152、154の第2配置157の中央の電極が協調して電場を形成することが可能である。こ
の電場は、図20の3極性電極配置から生じる電場形状に対して、全体として、直角の方向
性を持つ。
【００９６】
　別の実施態様では、両リード152、154の一方における第2配置157の別電極が協調して電
場を形成することが可能である。例えば、図21はさらに、第1電極157aおよび第2電極157b
の間の治療信号チャンネルを示す。この治療チャンネルは、リード152、154に対して角度
を持つ。このような角度は、後根DRの長さにそう治療信号の印加を、該根は後柱DCから枝
分かれするので、やり易くする。
【００９７】
　上記パラグラフでは、治療の組み合わせ、すなわち、後柱の低周波刺激および／または
高周波ブロック、後根の高周波ブロック、および抹消神経高周波ブロックを含む、いくつ
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かの組み合わせを説明した。治療開始相および後続相における患者の不快を回避するため
の手段も論じた。別の実施態様では、治療は、前述のパラメータ、時間変動、および治療
相から成る、他の順列および組み合わせにしたがって実行することが可能である。
【００９８】
（実施例１）
　前述の治療選択肢の理解を助けるために、下記の例示の応用を提供する。図22は、第1
治療信号2610が、患者の後柱DCの神経に印加されるところを示す。第1治療信号2610は、
感覚異常感を誘発するために、後柱DCの神経を上方調整するように構成されるLF信号であ
り、図1の参照下に前述したパルス発信機101の第1部分によって供給することが可能であ
る。
【００９９】
　第2治療信号2620は、第1治療信号2610の始動後、患者の後根DRに印加される。この第2
治療信号2620は、後根DRの神経を下方調整し、該神経においてブロックを確立するように
構成されるHF信号であり、図1の参照下に前述したパルス発信機101の第2部分によって供
給することが可能である。第1治療信号2610によって誘発される感覚異常は、第2治療信号
2620が始動されるときに患者の体験する開始反応を少なくとも部分的にマスクする。
【０１００】
　図示のように、第3治療信号2630が、第2治療信号2620の始動後、後柱DCに印加される。
ある特定実施態様では、第3治療信号2630は、第2治療信号2620が後根DRにおいてブロック
を確立した後、後柱DCに印加される。第3治療信号2630は、後柱DCの上にブロックを確立
するように構成される。
【０１０１】
（実施例２）
　別の代表的例では、施術者は、患者の脊髄領域に、複数電極を、該電極の少なくとも一
つは、脊髄刺激を実行するように位置づけられ、該電極の少なくとも一つは、後根または
後根神経節に信号を印加するように位置づけられる複数電極を埋設することが可能である
。次に、施術者は、第1電極にLF信号を印加して感覚異常を誘発し、患者が悩まされる痛
みに対処する。少なくともいくつかの場合において、この感覚異常は、患者の痛み症状に
対処するのに十分であり、したがって、HF信号の、第2電極に対する印加が必要とされな
いこともある。しかしながら、別の例では、第1電極に印加される最初のLF信号は、患者
の痛みに十分対処しない場合がある。そのような場合、第1電極に供給される信号の振幅
は、感覚異常を引き起こすように増大させてもよい。この増加は、第1電極の部位が最適
でないため、および／または、患者特有の生理的作用のために必要とされる場合がある。
これらの実施態様のいずれにおいても、第1電極に印加される信号振幅の増大は、感覚異
常を誘発するのと同時に、別に患者の不快を招く場合がある。したがって、施術者は、第
1電極の部位を改めることを要せず患者の不快をブロックするために、第2電極に対しHF信
号を印加することが可能である。したがって、この配置は、埋設手術の浸襲性を抑えるこ
とが可能である。
【０１０２】
（実施例３）
　別の例では、患者は、下位の背部痛（腰痛）に苦しむ場合がある。この腰痛は、脊髄の
末端以下の、L5椎骨において脊柱管に入る求心性神経線維にそって伝達される可能性があ
る。したがって、施術者は、より高い脊髄水準、例えば、T10椎骨においてLF脊髄刺激を
印加してもよい。少なくともいくつかの例では、このようなLF信号によって得られる感覚
異常は、完全ではないがある程度痛みを抑える場合がある。したがって、施術者は、比較
的下位の背部痛覚をブロックするために、L5部位においてさらにHF信号を印加してもよい
。この例では、HF信号は、低周波信号とは別の脊髄水準に印加される。
【０１０３】
（実施例４）
　さらに別の例では、患者は、L1において（例えば、脊髄円錐において）脊柱に入る、い
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くつかの神経経路にそって伝達される痛みに苦しむ場合がある。施術者は、脊髄円錐に対
するHF信号を、より高位の脊髄水準（例えば、T8、T9、またはT10)におけるLF信号と組み
合わせて、印加してもよい。これは、脊髄円錐を、埋設／刺激部位として故意に回避する
、いくつかの既存の刺激技術とは異なる。
【０１０４】
　前記から、本開示の特異的実施態様は、本開示において例示のために説明されるもので
あること、しかしながら、本開示から逸脱することなく、種々の改変の実行が可能である
ことが了解されよう。例えば、LF信号は、ある実施態様では、全体として連続的に供給さ
れてもよく、別の実施態様では自動的に、さらに別の実施態様では患者の要求に応じて、
スイッチオンおよびオフされてもよい。ある実施態様では、指示および／または指令は、
パルス発信機との関連において記載され、別の実施態様では、それらの指示および／また
は指令は、他のコントローラー要素によって処理されてもよい。特定実施態様との関連に
おいて記載される本開示のある局面は、別の実施態様では、組み合わされても、または排
除されてもよい。例えば、HFおよびLF信号は、腰痛との関連において論じられ、種々の脊
髄水準に印加されるが、別の実施態様では、それらの信号は、他の患者の痛み症状に対処
するために異なる脊髄水準に印加されてもよい。さらに、ある実施態様に関連する利点は
、該実施態様の背景において記載されるが、他の実施態様も同じ利点を発揮する場合があ
る。本開示の範囲内に入るためには、必ずしも全ての実施態様が、これらの利点を発揮す
る必要はない。したがって、本開示は、図示されない、記述されない他の実施態様も含む
ことが可能である。

【図１】 【図２】
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