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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胸部移植に適応した移植可能パルス発生器と、
　前記パルス発生器に接続され、非心臓血管系の中を通して摺動可能に前進させるように
構成された移植可能なリード線と、を備え、
　前記リード線は、遠位の刺激部と近位の呼吸努力の検出部とを含んでおり、前記リード
線は、舌下神経に最も近い位置に前記刺激部を配置するように構成され、胸部の前記パル
ス発生器から延設される長さを有し、
　前記検出部は、生体を横切る第１のインピーダンスを検出するように、第１の検出要素
と、前記リード線の長さに沿って前記第１の検出要素から離間した第２の検出要素とを含
んでおり、
　前記検出部は、前記刺激部に対して、前記リード線の長さに沿って離間し、且つ近位の
位置に配置されている、閉塞性睡眠時無呼吸の治療システム。
【請求項２】
　前記刺激部が、
　ベース部と、
　前記ベース部から延設され、第１の刺激電極構造を含む第１の部分と、
　前記ベース部から延設され、前記第１の部分から分離して、第２の刺激電極構造を含む
第２の部分と、を含み、
　前記それぞれの第１および第２の部分は、前記第１の部分を第１の舌下神経に隣接した
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血管内に位置して、そして前記第２の部分を第２の舌下神経に隣接した血管内に位置して
、身体の両側に配置できるように構成された長さを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記刺激部が、
　前記血管系の中を通って前進させるためのほぼまっすぐな状態と、前記舌下神経の位置
で、前記血管系の中の前記刺激部を解放可能に固定するための拡張したコイル状態と、の
間で変動可能なコイル構造の少なくとも一部を含む第１の固定装置、または
　前記血管系の中を通って前進中においてほぼ折り畳んだ虚脱状態と、前記舌下神経を刺
激するための位置で半径方向に拡張した状態と、の間で変動可能なステント構造を含む第
２の固定装置、のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記刺激部が、少なくとも１つの刺激電極構造と、前記少なくとも１つの刺激電極構造
から分離し、前記リード線の外表面のまわりに放射状に配置されたつめ状突起の配列を含
む第３の固定装置とを含み、ほぼ折り畳んだ虚脱状態では、前記つめ状突起が前記リード
線の前記外表面に対してほぼ平坦に置かれており、拡張した状態では、前記つめ状突起が
非心臓血管系内に残った状態で前記リード線の前記外表面から離れてほぼ外方に突き出て
いる、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記刺激部と前記検出部は、前記刺激部と前記検出部の単一通過の移植を提供するため
に単一の細長いリード線上に設けられている、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記リード線の前記第１の部分と前記第２の部分との長さは、気道開通性の表示を示す
前記第１の刺激電極構造と第２の刺激電極構造との間の第２のインピーダンス測定を提供
する前記第１の刺激電極構造と第２の刺激構造を配置する寸法である、請求項２に記載の
システム。
【請求項７】
　前記リード線の前記刺激部、前記リード線の前記呼吸努力の検出部、および前記移植可
能なパルス発生器のケースにおける少なくとも２つは、前記のそれぞれの刺激部、呼吸努
力の検出部、および移植可能なパルス発生器の間の第２のインピーダンス測定を提供でき
るように配置されており、
　前記第２のインピーダンス測定は、気道開通性の表示であり、そして
　前記第２のインピーダンスは、前記呼吸努力の検出部を経由して測定された前記第１の
インピーダンス測定から分離され、独立している、請求項２に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１の部分は、身体の第１の側の舌下神経に最も近い位置で血管系の第１の静脈内
に配置される第１の刺激電極構造を備え、
　前記第２の部分は、身体の前記第１の側の前記舌下神経に最も近い位置で血管系の第２
の静脈内に配置される第２の刺激電極構造を備える、請求項２のシステム。
【請求項９】
　前記第１の部分は、身体の第１の側の舌下神経に最も近い位置で血管系の第１の静脈内
に配置される第１の刺激電極構造を備え、
　前記第２の部分は、身体の前記第１の側の第２の非舌下神経に最も近い位置で血管系の
第２の静脈内に配置される第２の刺激電極構造を備え、
　前記第２の非舌下神経は、呼吸に関連する筋肉を刺激するよう構成された、請求項２の
システム。
【請求項１０】
　前記刺激部が、
　前記刺激部の長さに沿って互いに離間した、独立してプログラム可能な複数の電極要素
の配列を含み、
　前記配列は前記各電極要素の異なる組み合わせを経由して刺激信号を印加するように構
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成されている、請求項５に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記単一の細長いリード線は、前記刺激部を前記舌下神経に隣接した舌下静脈内に位置
するように、前記刺激部と前記パルス発生器の間に延びる第１の長さを有し、前記検出部
は、前記センサ部を鎖骨下静脈内に位置するように、前記第１の長さに沿って前記パルス
発生器から離間し、前記第１の長さに沿って前記刺激部から離間した、請求項５に記載の
システム。
【請求項１２】
　前記生体インピーダンスは経喉頭生体インピーダンスおよび経咽頭生体インピーダンス
の少なくとも１つである請求項６に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第２のインピーダンス測定は、前記呼吸努力の検出部を経由して入手可能な前記第
１のインピーダンス測定から分離され、独立している請求項６に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記電極要素のうちの少なくともいくつかが、前記刺激部の外表面上で円周方向に互い
に離間している、請求項１０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書の開示は、一般に、患者の軟組織を刺激して監視する移植可能刺激システムに
関し、さらに詳細には、本明細書の開示は、睡眠時無呼吸を治療するために刺激リード線
の経静脈挿入を使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　睡眠時無呼吸は、一般に、睡眠中の呼吸の休止を示している。閉塞性睡眠時無呼吸（Ｏ
ＳＡ）と呼ばれる睡眠時無呼吸の１つの種類は、上気道の閉塞および／またはつぶれに起
因する睡眠中の反復性呼吸休止を特徴とし、通常、血液酸素化飽和度の低下を伴う。
【発明の概要】
【０００３】
　閉塞性睡眠時無呼吸の１つの治療法は、顎の下の頸部にある舌下神経への電気刺激の送
出を含んでいる。このような刺激療法は上気道開通性を保持するために上気道筋を活性化
する。睡眠時無呼吸の治療では、呼吸の吸息相の間、気道を開けておく上気道筋または筋
群の同期刺激により、気道閉塞による呼吸困難に起因する呼吸努力の増加が回避される。
例えば、睡眠時無呼吸の治療中に、舌下神経の周囲に配置されたカフ電極により頤舌筋を
刺激する。
【０００４】
　本明細書に開示された実施形態は閉塞性睡眠時無呼吸と診断された患者に治療上の解決
方法を提供するために移植可能システムを提供する。本システムは吸気時に舌下神経を刺
激して、それにより睡眠中の上気道の閉塞を防ぐように設計されている。
【０００５】
　添付図面に関して検討しながら、本明細書に開示された実施形態の以下の詳細な説明を
参照することにより、本明細書の開示が、より良く理解され、本明細書の開示の態様およ
び特徴が理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本明細書に開示された実施形態に係る、移植可能刺激システムの模式図である。
【図２Ａ】本明細書に開示された実施形態に係る、移植可能刺激システムのブロック図の
模式図である。
【図２Ｂ】本明細書に開示された実施形態に係る、検出監視装置のブロック図の模式図で
ある。
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【図３Ａ】本明細書に開示された実施形態に係る、睡眠時無呼吸を治療するための刺激リ
ード線およびセンサの経静脈配置の模式図である。
【図３Ｂ】本明細書に開示された実施形態に係る、反応評価ツール配列および神経監視シ
ステムの模式図である。
【図４Ａ】本明細書に開示された実施形態に係る、複数の静脈経路を介して、および／ま
たは複数の刺激部位を介して、神経を刺激する方法の模式図である。
【図４Ｂ】本明細書に開示された実施形態に係る、複数の独立刺激リード線を含む刺激リ
ード線システムの模式図である。
【図５Ａ】本明細書に開示された実施形態に係る、刺激リード線用のオーバー・ザ・ワイ
ヤ挿入システムの側面平面図である。
【図５Ｂ】本明細書に開示された実施形態に係る、刺激リード線用のスタイレット駆動挿
入機構の側面平面図である。
【図６】本明細書に開示された実施形態に係る、刺激部位を選択する方法の模式図である
。
【図７】本明細書に開示された実施形態に係る、睡眠時無呼吸を治療するための刺激リー
ド線およびセンサの経静脈配置の模式図である。
【図８】本明細書に開示された実施形態に係る、刺激リード線の側面平面図である。
【図９】本明細書に開示された実施形態に係る、先端部にコイル構造を含む刺激リード線
の側面平面図である。
【図１０】本明細書に開示された実施形態に係る、リング電極配列を含む刺激リード線の
先端部の斜視図である。
【図１１】本明細書に開示された実施形態に係る、複合ステント電極構造を含む刺激リー
ド線の先端部の側面平面図である。
【図１２Ａ】本明細書に開示された実施形態に係る、展開構成で示されている選択的に展
開可能なつめ状突起の配列を含む刺激リード線の先端部の側面平面図である。
【図１２Ｂ】本明細書に開示された実施形態に係る、図１２Ａのリード線のつめ状突起が
格納位置で示されている側面平面図である。
【図１３】本明細書に開示された実施形態に係る、リード線周囲の円周方向に取り付けら
れたプログラム可能な電極配列を含む刺激リード線の先端部の斜視図である。
【図１４】本明細書に開示された実施形態に係る、プログラム可能なリング電極配列を含
む刺激リード線の先端部の斜視図である。
【図１５Ａ】本明細書に開示された実施形態に係る、神経刺激システムを模式的に示す側
面平面図である。
【図１５Ｂ】本明細書に開示された実施形態に係る、図１５Ａのシステムの超小型刺激器
具の経静脈配置の模式図である。
【図１５Ｃ】本明細書に開示された実施形態に係る、図１５Ａ～図１５Ｂのシステムに呼
吸検出を提供するように構成された衣服の模式図である。
【図１６】本明細書に開示された実施形態に係る、経静脈法的に挿入される超小型刺激器
具の固定システムを模式的に示す側面平面図である。
【図１７Ａ】本明細書に開示された実施形態に係る、経静脈法的に挿入される超小型刺激
器具のステントベースの固定システムを模式的に示す側面平面図である。
【図１７Ｂ】本明細書に開示された実施形態に係る、図１７Ａの超小型刺激器具と固定シ
ステムのステントとを模式的に示す断面図である。
【図１７Ｃ】本明細書に開示された実施形態に係る、図１７Ａの超小型刺激器具と固定シ
ステムのステントとを模式的に示す側面平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　下記の詳細な説明は、あくまで本質的に例示的なものに過ぎず、本明細書の開示、また
は本明細書の開示の適用および使用を限定するものではない。さらに、先行する技術分野
、背景、または下記の詳細な説明において示される、表現されまたは暗示されるいかなる
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理論にも拘束されるものではない。
【０００８】
　本明細書に開示される実施形態は、閉塞性睡眠時無呼吸を治療する移植可能医療機器を
提供し、経静脈リード線システムを介して舌下神経（または他の目標神経）に刺激を与え
る。検出リード線システムにより検出された呼吸と同期した刺激を提供してもよい。いく
つかの実施形態では、単一の経静脈リード線は検出リード線と刺激リード線の両方を含ん
でおり、検出リード線は刺激リード線と一体になっていたり、または刺激リード線に接続
されたりしている。他の実施形態では、検出リード線は、経静脈刺激リード線から分離し
た経静脈リード線を形成する。さらに他の実施形態では、検出リード線は静脈系の外部に
ある検出リード線を含んでおり（例えば、患者の体の外部に取り付けられたり、または皮
下に移植されたりするような）、一方、刺激リード線は経静脈リード線を含んでいる。
【０００９】
　図１は、本明細書に開示される実施形態に係る、経静脈法的（transvenously）に配置
された刺激電極を含む移植可能刺激システムの模式図である。図１に示すように、本明細
書の開示の一実施形態の移植可能刺激システム１０の実施例は、患者２０の胸部の中に外
科的に設置できる移植可能パルス発生器（ＩＰＧ）５５と、ＩＰＧ５５の接続ポートの中
に設置されたコネクタ（図示せず）を介してＩＰＧ５５に電気的に接続された刺激リード
線５２と、を含んでいる。リード線５２は、詳細に後述するように、刺激電極部６５を含
み、ＩＰＧ５５から延びて、患者１０の舌下神経５３のような所望の神経に隣接する血管
系の一部分の中に刺激電極部６５が配置されて、神経５３を刺激できるようになっている
。例えば、リード線５２を利用してもよい例示的移植可能刺激システムは、クリストファ
ーソン他に発行された米国特許第６，５７２，５４３号に記載されており、当該米国特許
は参照により全体がそのまま本明細書に組み入れられる。一実施形態では、リード線５２
は、呼吸努力を検出するために患者１０内に設置されたセンサ部６０（ＩＰＧ５５に電気
的に接続され、ＩＰＧ５５から延びている）をさらに含んでいる。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、ＩＰＧ５５が閉塞性睡眠時無呼吸を治療するように構成され
ていることに加えて、ＩＰＧ５５は、徐脈ペースメーカ、移植可能除細動器、または心臓
再同期療法機器のような心臓治療機器としてさらに構成されている。一態様では、心臓治
療を施すために１本以上のリード線がＩＰＧ５５から延びて経静脈法により心臓に接続す
る。また、一実施形態では、ＩＰＧ５５のこれらの心臓治療構成のうちの１つ以上が、閉
塞性睡眠時無呼吸療法を施すのに用いる呼吸信号もまた提供してもよいセンサ（圧力、イ
ンピーダンス）を心臓リード線上に有している。リード線の経静脈挿入により心臓治療を
施すための移植可能刺激システムの例示的実施形態は、ヒル他の米国特許第６，００６，
１３４号、およびチョー他の米国特許第６，６４１，５４２号に記載されており、当該米
国特許は両方とも参照により全体がそのまま本明細書に組み入れられる。
【００１１】
　ＩＰＧ５５が心臓治療と睡眠時無呼吸の両方を取り扱うように構成されている一実施形
態では、第１のリード線（または一組のリード線）がＩＰＧ５５から延びて心臓活動を検
出して心イベントを検出し、他方、第２のリード線（または一組のリード線）がＩＰＧ５
５から延びて呼吸活動を検出して呼吸イベントを検出する。しかしながら、他の実施形態
では、一組のリード線だけを使用して呼吸活動と心臓活動の両方を検出する。したがって
、この後者の実施形態では、１つの構成で、心臓検出リード線により得られる呼吸信号が
、閉塞性睡眠時無呼吸療法を施すときの刺激信号の印加を誘発するためにも使用され、ま
た、必要に応じて無呼吸を監視して検出するためにも使用される。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、心臓治療と睡眠時無呼吸療法の両方を施すために単一のＩＰ
Ｇを使用するのではなく、第２の移植可能パルス発生器（ＩＰＧ５５）を移植して（第１
のＩＰＧに加えて）、一方のＩＰＧ５５が心臓治療を施し、もう一方のＩＰＧ５５が閉塞
性睡眠時無呼吸療法を施すようになっている。
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【００１３】
　図２Ａは、本明細書に開示される一実施形態に係る、移植可能刺激システム１００を模
式的に示すブロック図である。一実施形態では、システム１００は図１のシステム１０と
少なくとも実質的に同じ機能および属性を含んでいる。図２Ａに示すように、システム１
００は検出モジュール１０２、刺激モジュール１０４、治療モジュール１０６、および患
者管理モジュール１０８を含んでいる。一実施形態では、治療モジュール１０６のＩＰＧ
１０９は図１のＩＰＧ５５と少なくとも実質的に同じ機能および属性を含んでいる。
【００１４】
　パラメータ配列を介して、検出モジュール１０２は、患者が就寝中か覚醒中かにかかわ
らず患者の呼吸状態を決定するために、さまざまな生理学的センサ（圧力センサ、血液酸
素化センサ、音響センサ、心電図（ＥＣＧ）センサ、またはインピーダンスセンサなど）
からの信号、および他の呼吸関連指示計などからの信号を受信して追跡する。このような
呼吸検出は、単一のセンサ、もしくは任意の多様なセンサのどちらから受信されてもよく
、またはより信頼できより正確な信号を提供する可能性があるさまざまな生理学的センサ
の組み合わせから受信されてもよい。
【００１５】
　例えば、一実施形態では、検出モジュール１０２は図２Ｂに示すように検出監視装置１
２０を含んでいる。検出監視装置１２０は、位置検出構成要素１３２または動作検出構成
要素１３４のうちの少なくとも１つを含む身体パラメータ１３０を含んでいる。一実施形
態では、動作検出構成要素１３４は、歩行、身体動作、会話などを示す「地震」活動の検
出（加速度計または圧電変換器による）を追跡する。他の実施形態では、位置検出構成要
素１３２は、加速度計または他の変換器による身体位置または姿勢の検出を追跡する。い
くつかの実施形態では、身体パラメータ１３０は、位置検出構成要素１３２と動作検出構
成要素１３４の両方からの信号を利用する。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、検出監視装置１２０は、ＥＣＧパラメータ１３６、時間パラ
メータ１３８、生体インピーダンスパラメータ１４０、圧力パラメータ１４２、および血
液酸素パラメータ１４４のうちの１つ以上をさらに追加的に含んでいる。一態様では、圧
力パラメータ１４２は呼吸圧力構成要素１４３を含んでいる。一態様では、時間パラメー
タ１４２は一般的に時間を追跡する（例えば、時間間隔、経過時間など）が、他の態様で
は、時間パラメータ１４２は一般的な時間パラメータに加えて、または一般的な時間パラ
メータの代わりに、時刻を追跡する。他の態様では、時間パラメータ１４２は時刻に従っ
て治療計画を開始したり、または停止したりするために使用できる。
【００１７】
　また、システム１００（図２Ａ）は、検出監視装置１２０の各パラメータ（例えば、血
液酸素化パラメータ１４４など）のそれぞれにデータを提供するために、患者の身体内に
移植された、または患者の身体に取り付けられたアナログ式生理学的センサ（例えば、Ｌ
ＥＤ型組織内かん流酸素飽和度など）を含んでいるか、または接続されているであろうと
いうことが分かる。また、いくつかの実施形態では、検出監視装置１２０は、舌下神経の
幹および／または１つ以上の枝の仕様を含む舌下神経などの、刺激される予定の神経の活
動に関する生理学的データを表す目標神経パラメータ１４６を含んでいる。
【００１８】
　他の実施形態では、目標神経は閉塞性睡眠時無呼吸を治療するための治療計画を促進す
る他の神経（舌下神経を除く）を含んでいる。また、さらに他の実施形態では、検出監視
装置１２０は音響学的に検出され呼吸努力を示す呼吸気流量または心臓活動から生理学的
データを表す音響検出パラメータ１４７を含んでいる。
【００１９】
　図２Ａをさらに参照すると、システム１００の治療管理装置１０６は、睡眠時無呼吸療
法の開始、終了、および／または調整を本明細書に開示された原理にしたがって自動的に
制御するように構成されている。また、治療管理装置１０６は、治療管理装置１０６にプ
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ログラムされた治療プロトコルに基づいて神経刺激信号の振幅、パルス幅、電極極性、継
続時間、および／または周波数などのさまざまな治療パラメータを追跡して適用する。
【００２０】
　一実施形態では、治療管理装置１０６は、少なくとも検出モジュール１０２と、治療管
理装置１０６と、刺激モジュール１０４と、患者管理モジュール１０８と、を含むシステ
ム１００の動作を指示する制御信号を生成するように構成された１つ以上の処理装置およ
び関連メモリを含んでいる。特に、検出モジュール１０２を介して収集された生理学的デ
ータに対応して、コントローラに関連するメモリ内に含まれる入力および／または命令を
通じて受信されたコマンドに呼応して、または基づいて、治療管理装置１０６は刺激モジ
ュール１０４の動作を指示する制御信号を生成して、舌下神経などの目標神経の刺激を選
択的に制御し、気道開通性を回復させ、それにより無呼吸イベントを低減したり、または
除去したりする。
【００２１】
　この点を考慮すると、治療管理装置１０６は呼吸情報を合成する役割を果たしており、
その呼吸情報に基づいて好適な刺激パラメータを決定して、電気刺激を目標神経に導く。
無呼吸を検出するためにいろいろな生理学的パラメータを使用しても効果がまちまちであ
る可能性があるが、本明細書に開示された一実施形態では、検出モジュール１０２は胸部
の生体インピーダンスパラメータを介して無呼吸を検出する。特に、胸部インピーダンス
の測定値は呼吸波形の相対振幅を追跡するために使用される。生理学的に言えば、肺が空
気でいっぱいになったり空になったりするとき、肺の生体インピーダンスは変化する。し
たがって、胸部インピーダンスは息を吸う間は増加して、息を吐く間は減少する。また、
他の態様では、呼吸意欲の変動が生体インピーダンスの振幅の変動を引き起こすことにな
り、大きな呼吸意欲が生体インピーダンスの信号振幅を増加させる。一実施形態では、生
体インピーダンス測定値を与えるベクトルは主に肺容量に関連しており、呼吸時の横隔膜
変位または心臓変位には起因しない。
【００２２】
　生体インピーダンス信号が得られると、生体インピーダンス信号は時間についての平均
ピーク振幅を特定するために、さらに処理される。無呼吸は、典型的な無呼吸イベントの
既知の継続時間と実質的に類似の時間の間、継続する周期的な振幅変動をさらに特定する
ことにより検出される。
【００２３】
　この応用のために、用語「処理装置」は、メモリ内に含まれる命令列を実行する現在開
発されている、または将来開発される処理装置を意味するものとする。命令列を実行する
ことにより、処理装置に制御信号の生成などのステップを実行させる。命令は、処理装置
で実行するために、コントローラに関連するメモリにより代表される読み出し専用メモリ
（ＲＯＭ）、大容量記憶装置、または他の何らかの永続記憶装置からランダム・アクセス
・メモリ（ＲＡＭ）にロードされてもよい。他の実施形態では、記載の機能を実現するた
めに、ソフトウェア命令の代わりに、またはソフトウェア命令と組み合わせて配線回路を
使用してもよい。例えば、１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）の一部としてコ
ントローラを具体化してもよい。特に断りのない限り、コントローラはハードウェア回路
およびソフトウェアのいかなる具体的な組み合わせにも限定されず、処理装置で実行され
る命令のいかなる特定のソースにも限定されない。
【００２４】
　一般論として、システム１００の刺激モジュール１０４は、医師により、および／また
は治療管理装置１０６と提携してプログラムされた治療計画に基づいて、電極（刺激電極
６５のような）を通じて神経刺激信号を生成して印加するように構成されている。
【００２５】
　一般論として、患者管理モジュール１０８は当業者によく知られた方法でＩＰＧ１０９
への、およびＩＰＧ１０９からの通信を促進するように構成されている。したがって、患
者管理モジュール１０８はＩＰＧ１０９の活動（検出された生理学的データ、刺激履歴、
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検出された無呼吸の回数などを含む）を報告するように構成されているとともに、患者管
理モジュール１０８は患者プログラマ、臨床医プログラマなどの外部ソースからＩＰＧ１
０９の初期のまたは追加的なプログラムを受け取るように構成されている。
【００２６】
　図３Ａは、図１の移植可能刺激システム１０の例示的な一実施形態のリード線１５０を
模式的に示している。図３Ａに示すように、リード線１５０は経静脈法的に挿入され、血
管系の中に設置するように構成されている。リード線１５０は舌下神経１９０に隣接する
舌下静脈１８８（または舌下神経もしくは他の目標神経に隣接する他の静脈）の中に刺激
電極部１５６を配置するように構成されている。一態様では、舌下静脈は、舌の前面下方
の点にある舌下神経の遠位端部から始まる舌下神経の伴行静脈であり、舌下神経の遠位部
に沿って走り、その後、舌静脈に加わってもよく、最終的に内頸静脈に通じている。また
、他の態様では、舌下静脈の代わりに、または舌下静脈に加えて、舌静脈の他の枝などの
他の静脈が刺激電極配置の候補になる可能性がある。
【００２７】
　したがって、リード線１５０は目標神経を刺激するために経静脈法的に刺激電極を挿入
する方法に使用できる。この方法では、図３Ａに示すように、リード線１５０は鎖骨下静
脈１８２の中を通して挿入され、その後、頸静脈１８４の中を通り、静脈幹１８６を経由
して、刺激電極部１５６が舌下静脈１８０（または目標神経に隣接する他の静脈）の所望
位置の範囲に入るまで舌下静脈１９０（または舌下神経の伴行静脈としても知られている
）の中に進む。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、神経刺激信号は図３Ａに示すように舌下神経または他の目標
神経に沿った単一の刺激部位に印加される。しかしながら、他の実施形態では、睡眠時無
呼吸療法の神経刺激信号は、図４Ａに模式的に示すように１つ以上の静脈の中の複数の位
置２３０、２３２、２３４、２４０、２４２、２４４（記号ｘで表す）のうちの１つ以上
から、目標神経１９０に沿った複数の目標刺激部位１９０Ｐ、１９０Ｍ、１９０Ｄに向か
って印加される。各部位に印加された電場は、記号ｘから、神経１９０上の刺激部位１９
０Ｍ、１９０Ｐ、１９０Ｄに向かって延びる矢印で模式的に表される。一態様では、これ
らの複数の部位は、舌下神経１９０に沿った静脈２３１の中の、近位（例えば、位置２３
０）に配置された、中ほどの距離（例えば、位置２３２）に配置された、および遠位（例
えば、位置２３４）に配置された複数の刺激位置、左右両方の舌下神経上の１つ以上の刺
激位置、ならびに／または舌下神経１９０に隣接する他の静脈２３５に沿った複数の刺激
位置（近位の２４０、中ほどの距離の２４２、および遠位の２４４）を含んでいる。図４
Ａは目標神経上の３つの刺激部位または領域１９０Ｐ、１９０Ｍ、１９０Ｐを示している
が、本明細書に開示された実施形態は、神経１９０に沿って特定された領域１９０Ｐ、１
９０Ｍ、１９０Ｐの間の（または、よりも遠位の、もしくは、よりも近位の）任意の点（
または複数の点）で神経１９０を刺激するために使用できることが分かる。
【００２９】
　図４Ｂに示すように、いくつかの実施形態では、刺激リード線システム２７５がＩＰＧ
５５（図１～図２）から延びる２本以上の刺激リード線２７６、２７７を含み、別々のリ
ード線２７６、２７７がそれぞれの異なる経静脈経路のおのおのの方へ延びることができ
、静脈２３１および２３５（図２）のような異なる静脈からの２つ以上の独立した刺激位
置を単一の目標神経上に可能にしていることが分かる。一態様では、それぞれの別個のリ
ード線は、図４Ｂにさらに示すように、各リード線２７６、２７７の先端部２７９の長さ
に沿って１つ、２つ、またはそれ以上の互いに離間した異なる電極部２８０、２８２、２
８４を含んでいる。いくつかの実施形態では、各リード線２７６、２７７の電極部２８０
、２８２、２８４は、それらの間に最小距離（Ｄ１またはＤ２）を有するように配置され
、１つの電極部に印加された刺激信号が残りのすべての電極部に印加された刺激信号から
分離独立しており、同じ目標神経に沿って独立した刺激部位を実現するようになっている
。したがって、１本のリード線の先端部の電極部は、第１の電極部（例えば、電極部２８
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０）からの刺激信号が１つの部位に印加されるときには、残りのすべての部位のそれぞれ
が第１の電極部により刺激されることがないように離間している。もちろん、電極部２８
０、２８２、２８４のそれぞれを同時に作動させて、離間し独立している刺激部位のそれ
ぞれに信号を同時に印加できることも分かる。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、第１のリード線２７６上の電極間の間隔Ｄ１およびＤ２は互
いに等しく、第２のリード線２７７上の電極間の間隔Ｄ３およびＤ４は互いに等しい。他
のいくつかの実施形態では、第１のリード線２７６上の電極間の間隔Ｄ１およびＤ２（ま
たは第２のリード線２７７上の電極間の間隔Ｄ３およびＤ４）は互いに実質的に異なって
いる。いくつかの実施形態では、第１のリード線２７６上の電極間の間隔（Ｄ１、Ｄ２）
は第２のリード線２７７上の各電極部間の間隔（Ｄ３、Ｄ４）と同じである。しかしなが
ら、他の実施形態では、異なる各電極部を所望の刺激部位に設置するために経静脈法的に
各リード線２７６、２７７が進む距離が異なることに対応するために、第１のリード線２
７６上の電極間の間隔（Ｄ１、Ｄ２）が第２のリード線２７７上の電極部間の間隔（Ｄ３
、Ｄ４）と異なっている。
【００３１】
　他の実施形態では、経静脈法的に到達できる、１つ以上の神経に沿った刺激部位は、目
標神経の対称部位を捕捉できるように刺激信号を印加できるような距離ずつ互いに離間し
ているが、それと同時に、隣接する刺激信号同士が多少重複するほど、神経に沿って隣接
する刺激部位間の間隔が近いことが分かる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、経静脈リード線システム２７５の別々の刺激リード線２７６
、２７７は、異なる神経を刺激するように、経静脈法的に異なる静脈（例えば、２３１お
よび２３５、または異なる組の静脈）の中に配置されている。この配置では、一方の経静
脈リード線２７６は第１の神経（神経１９０など）を刺激し、もう一方の経静脈リード線
２７７は第２の神経（図示せず）を刺激する。一態様では、第１および第２の神経のそれ
ぞれは呼吸器系の制御に関連しており、呼吸パターンに関連する第１および第２の神経の
選択的な刺激が、気道開通性を回復保持し、閉塞性睡眠時無呼吸を軽減するようになって
いる。
【００３３】
　再び図３Ａを参照すると、いくつかの実施形態では、神経完全性監視装置（スタンドア
ロン監視装置１９０、または図２のプログラマ１０８のような睡眠時無呼吸医師プログラ
マ１０８に組み込まれた）が、リード線１５０の電極部１５６を適切な位置に配置する際
に医師を助けるように使用される。この関連で、一実施形態では、神経完全性監視装置は
２００１年１２月２５日付で発行された術中神経電気生理学的監視装置と題する米国特許
第６，３３４，０６８号に記載された神経完全性監視装置と少なくとも実質的に同じ機能
および属性を含み、当該米国特許は参照することにより全体がそのまま本明細書に組み入
れられる。他の実施形態では、他の神経完全性監視装置または同等な機器配列（例えば、
刺激プローブおよび筋電図検査システムなど）が、刺激信号を印加して目標神経に神経支
配された筋の反応を評価するために使用される。
【００３４】
　一実施形態では、神経完全性監視装置１９０は図３Ｂにさらに示され、刺激モジュール
１９２と、筋電図検査監視電子機器（ＥＭＧ）１９６を含む反応モジュール１９４と、を
含んでいる。
【００３５】
　この点を考慮して、図３Ｂは、本明細書の開示の一実施形態に係る、反応評価配列３０
０をさらに示している。図３Ｂに示すように、反応評価配列３００は目標神経を刺激する
目標部位の有効性を評価するための１つ以上の機構を提供する。一実施形態では、配列３
００は、（１）これに限らないが、例えば、舌の突出（矢印Ｐで示す）などの、舌運動反
応３０４の程度および位置（舌先の伸長よりも舌根の伸長の方が好ましい）を観察または
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測定すること、（２）上部呼吸気道３０２の増加した断面積の範囲（矢印Ｗで示す）を観
察または測定すること、（３）静脈の中の仮想目標部位に刺激を加えたときの、１つ以上
の筋のＥＭＧ反応３０６（監視装置１９０のＥＭＧ機器１９６で測定される）の程度を測
定すること、（４）舌または喉頭筋のけいれんを観察または検出すること、および／また
は（５）無呼吸イベントの大幅な減少を含んでいる。
【００３６】
　したがって、この点を考慮して、監視装置１９０と、反応配列２００の１つ以上の態様
とは、目標神経上の仮想刺激部位に対する静脈の中のリード線の位置決めを評価するため
に使用される。一態様では、舌下静脈（または他の静脈）のナビゲーションの間にリード
線１５０を遠位方向に前進させながら、反復刺激パターンが神経完全性監視装置１９０の
刺激モジュール１９２からリード線１５０の電極部１５６に印加される。いくつかの実施
形態では、印加される刺激パターンは、３秒に一度の１秒間の刺激バースト、傾斜刺激パ
ターン、および／または医師が管理するバーストである。他の態様では、神経完全性監視
装置１９０の筋電図検査（ＥＭＧ）監視電子機器１９６は、目標静脈のナビゲーション中
に印加される神経刺激に対する筋反応を測定できるようにする。したがって、細線電極３
０８（または類似電極）が神経完全性監視装置１９０と電気通信可能に接続され、リード
線１５０のナビゲーション中に電極部１５６を通じて印加される刺激パターンに対応する
筋活動を連続的に監視するために使用される。この配置を用いると、この閉ループフィー
ドバックにより、医師は電極リード線１５６の（経静脈経路に沿った）位置のリアルタイ
ムフィードバックと、目標神経に隣接する経静脈経路に沿った電極リード線１５６の特定
の位置で電極リード線１５６が目標神経を捕捉する可能性に関するフィードバックと、を
得ることができるであろう。また、図１～図３Ｂに関連して記載されたリード線１５０の
配置のための方法は、図４Ａ～図１４に関連して記載された他のリード線の配置にも適用
できることが分かる。
【００３７】
　リード線１５０の電極部１５６を目標位置まで前進させて挿入するために、本明細書に
開示された一実施形態は図５Ａ～図５Ｂに示す挿入機構のうちの１つのような挿入機構を
使用する。ほとんどの場合、刺激リード線は鎖骨下静脈に挿入することが期待されるが、
他の挿入部位が完全に除外されるわけではない。
【００３８】
　図５Ａに示すように、オーバー・ザ・ワイヤ・リード線システム２００が、ガイドワイ
ヤ２０４の全体を覆って摺動可能に前進できる少なくとも１つの管腔（図示せず）を含む
移植可能リード線２０２を含んでいる。使用時には、操舵可能ガイドワイヤ２０４の遠位
端部２０６を血管系１８０（図３Ａ）の中を通って目標位置まで前進させ、その後、リー
ド線２０２の電極部２０８が目標刺激部位に位置するまでリード線２０２をガイドワイヤ
２０４の近位部２０５を越えて（ガイドワイヤ２０４の長さに沿って）前進させる。一態
様では、リード線２０２はＩＰＧ５５（図１）と電気通信可能であり、ＩＰＧ５５がリー
ド線２０２の電極部２０８の動作を制御できる。また、電極部２０８が静脈（この静脈の
中を通って電極部２０８が延びている）の長さに沿って最適に位置付けられると、リード
線２０２を回転させ、それにより電極部２０８を回転させて、目標神経のさまざまな束に
対して異なる刺激効果を加えられることが分かる。
【００３９】
　他の実施形態では、リード線１５０の電極部１５６を目標位置まで挿入して舌下神経（
または他の目標神経）を刺激するためにスタイレット駆動機構を使用する。この点を考慮
して、図５Ｂは、ガイドワイヤ２２４に固定されたリード線２２２を含むスタイレットリ
ード線システム２２０を示している。使用時には、リード線２２２の電極部２２８が目標
刺激部位に位置するまで血管系１８０の中を通って前進操舵ガイドワイヤ２２４により操
舵可能リード線２２２の遠位端部２２６を前進させる。一態様では、リード線２０２はＩ
ＰＧ５５（図１）と電気通信可能であり、ＩＰＧ５５がリード線２２０の電極部２２８の
動作を制御できる。
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【００４０】
　再び図３Ａを参照すると、一実施形態では、リード線１５０はリード線本体１５２の近
位部に呼吸センサ１５４（第１の部分１５５Ａおよび第２の部分１５５Ｂを含む）を支持
するリード線本体１５２を含んでいる。言い換えれば、電極部１５６と同じリード線本体
１５２上に呼吸センサ１５４を設けてあり、血管系１８０内の単一の通過で呼吸センサ１
５４と電極部１５６の両方を配置するようになっている。この配置により、電極部１５６
を遠位方向に前進させて目標神経に隣接して配置するとき、呼吸センサ１５４は患者２０
の胸部の中に自動的に配置されるようになり、患者の胸郭の呼吸パターンを検出できる。
この配置により、電極部１５６の作動を誘発して目標神経を刺激するために、センサ１５
４は呼吸特性および／またはパターン（例えば、吸気、呼気、呼吸休止など）を検出する
。したがって、この配置により、ＩＰＧ５５（図１）は呼吸センサ１５４からセンサ波形
を受信して、それにより、本明細書に開示された実施形態の治療計画に基づいて、それぞ
れの呼吸の息（または吸気に関連する呼吸パターンの他の態様）のような吸気と同期して
、ＩＰＧ５５が電気刺激を送出できるようになっている。また、ＩＰＧ５５は呼吸センサ
１５４に電力を供給するとともに、ＩＰＧ５５はリード線１５０からインピーダンス信号
を受信して処理するための内部回路もまた含んでいることが分かる。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、呼吸波形を監視しており、無呼吸を示す呼吸特性および／ま
たはパターンが特定されるまでは刺激（一般に呼吸と同期している）を加えない。監視さ
れた呼吸波形の中に無呼吸を示す特性またはパターンがもはや存在しないことを検出した
とき、刺激を終了させる。
【００４２】
　一実施形態では、呼吸センサ１５４はインピーダンスセンサである。一態様では、イン
ピーダンスセンサが生体インピーダンス信号またはパターンを検出するように構成され、
これにより、制御装置が生体インピーダンス信号の中の呼吸パターンを評価する。生体イ
ンピーダンスを検出するために、一実施形態では、電極１５５ＢとＩＰＧ５５のケース５
６の導電性部分とを通して電流が注入され（図３Ａ）、インピーダンスを計算するために
電極１５５Ａと１５５Ｂの間（または１５５Ａと、ＩＰＧ５５のケース５６の導電性部分
の間）の電圧を検出することになる。
【００４３】
　生体インピーダンス検出の他の実施形態では、インピーダンス検出リード線の配置の間
、プログラマ（１０８）上にインピーダンス波形をリアルタイムで表示できる。電極１５
５Ａおよび１５５Ｂの位置は、呼吸相情報を表す際に最適ＳＮ比をもたらすようにインタ
ラクティブに（ＩＰＧの中のマルチプレクサスイッチを介して選ぶために電極配列が利用
できるであろう）調節できる。
【００４４】
　他の実施形態では、センサ１５４は圧力センサである。一態様では、この実施形態の圧
力センサは患者の胸郭内の圧力を検出する。他の態様では、この圧力は胸部圧力と心臓圧
力（例えば、血流量など）の組み合わせである可能性がある。この構成では、コントロー
ラは患者の呼吸パターンを検出するためにこの圧力検出情報を分析するように構成されて
いる。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、リード線１５０はリード線本体１５２の近位部に設置できる
固定装置１５８を含んでいる。固定装置１５８はセンサ１５４および電極部１５６が血管
系１８０の中の適切な位置にとどまることを確保するように構成されている。
【００４６】
　以前紹介した図１および図３Ａは、睡眠時無呼吸を治療するために舌下神経を刺激でき
るようにするために経静脈法的に舌下静脈（すなわち、舌下神経の伴行静脈）に挿入され
た刺激電極部６５、１５６を一般的に示している。本明細書の開示の一実施形態では、図
６に示すように、無呼吸を治療する方法２５０が、舌下神経の所望の刺激が得られるであ
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ろう舌下静脈（または舌下神経もしくは他の目標神経に刺激を加えるのに好適な他の静脈
）の長さに沿って刺激電極部１５６（図３Ａ）を位置付けるために最適部位を特定するこ
とを含んでいる。特に、図６に示すように、第１のステップ２５２で、舌下静脈（または
隣接する他の静脈）の中の複数の目標部位の範囲まで血管系１８０（図３Ａ）の中を通っ
てリード線１５０を前進させて、舌下静脈に沿った各仮想目標部位に所定の電気刺激を印
加する（２５４で）。２５６に示すように、各仮想目標部位に電気刺激を印加するときに
、（１）舌の突出の程度、（２）上気道の断面積の大きさ、（３）気道開通性の保持を示
す最良ＥＭＧ反応、および／または（４）舌または喉頭筋のけいれんにより刺激に対する
反応を特定する。２５８に示すように、各仮想目標部位の反応データを用いて、方法２５
０は、吸気中の気道開通性の保持における最大のインパクトに関連する１つ以上の治療部
位を特定する（舌下静脈に沿った仮想目標部位の中から）。
【００４７】
　また、これらのステップ２５２～２５８は、最適な静脈およびその静脈に沿った最適な
刺激位置が特定されるまで、必要に応じて繰り返し反復できることが分かる。この点を考
慮して、方法２５０を使用する際には、１つ以上の静脈（およびその静脈に沿った位置）
が電気刺激を印加するのに最適な部位であると特定されるまでに、１つ以上の静脈経路が
調査される可能性がある。言い換えれば、方法２５０は目標神経に隣接する単一静脈の中
の目標部位を評価することに限定されず、１つ以上の目標神経に隣接するいくつかの異な
る静脈を評価することにまで及ぶ。この関連で、方法２５０は、目標神経（例えば、頤舌
、舌下神経、口蓋舌筋などを含む上気道の筋を支配する神経）に最も効果的な刺激を与え
ることができる静脈の群の中から静脈を特定するために、およびそれらの部位のうちの１
つに沿って最良の位置を特定して最も効果的な刺激を与えるために使用される。上述した
ように、いくつかの実施形態では、２本以上の静脈を特定して使用し、２本の異なる静脈
から目標神経に向かって刺激信号を加えるようになっている。
【００４８】
　一態様では、１本の静脈に沿った、または複数本の静脈に沿った複数の仮想刺激部位を
評価する際に、各部位において、方法２５０は各信号パラメータ（例えば、極性、パルス
幅、周波数、および振幅など）に対して異なる値を有する刺激信号を繰り返し加えて、値
のどの組み合わせのとき刺激信号が仮想部位において目標神経に対して最良の影響をもた
らすかを決定する。このようにして、刺激するのに最適な部位としてその仮想部位が選ば
れた場合に、その条件で刺激信号が実際に加えられるであろうという条件の下で各仮想部
位が評価される。一実施形態では、刺激パラメータのそれぞれを評価することによる最適
刺激部位のこの決定は、図１～図３Ａに関連して上述したように、刺激モジュール１０４
、刺激リード線１５０、および患者プログラミングモジュール１０８と連携して治療モジ
ュール１０６を使用する。
【００４９】
　図７は、本明細書に開示される一実施形態に係る、リード線１５０の代わりに配置され
る刺激リード線システム３５０を示している。リード線システム３５０は、刺激電極部（
図示しないが図３Ａの電極部１５６と類似である）を支持するリード線本体３５２とは別
のリード線本体３８２に沿って検出部分を提供することを除き、リード線１５０（図３）
と実質的に同じ機能および属性を含んでいる。したがって、図７に示すように、リード線
システム３５０はリード線本体３５２および３８２の対を含んでおり、リード線本体３５
２は刺激電極の支持専用であり、リード線本体３８２はセンサ３５４の支持専用である。
リード線本体３８２は、リード線本体３８２の長さに沿って互いに離間した第１の部分３
５５Ａおよび第２の部分３５５Ｂを含むセンサ３５４を支持している。一実施形態では、
リード線本体３８２は、第１の部分３５５Ａと第２の部分３５５Ｂの両方が鎖骨下静脈１
８２の中に納まるように構成された長さを有している。しかしながら、他の実施形態では
、リード線本体は、第１の部分３５５Ａと第２の部分３５５Ｂの一方または両方が鎖骨下
静脈１８２を越えて血管系１８０の１つ以上の部分１８９の中に納まるように構成された
長さを有している。いずれの場合でも、センサ３５４は、無呼吸／呼吸低下を示すパター
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ンを検出するために、および治療刺激を誘発するのに使用してもよい吸気、呼気、および
／または呼吸休止のパターンを検出するために、呼吸努力を監視するように構成されてい
る。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、リード線システム３５０のセンサリード線３８２は経静脈法
的には配置されず、ＩＰＧ５５を収納するポケットに隣接して、またはＩＰＧ５５を取り
囲む胸部内の組織の中に穴を堀って、皮下に移植される。他の実施形態では、センサリー
ド線３８２は心臓治療（例えば、徐脈、頻脈、または心不全などの治療）にも使用される
心臓リード線（心外膜の、または心内膜の）をさらに含んでいる。
【００５１】
　本明細書の開示の方法およびシステムでは異なったさまざまな形状および種類のリード
線を使用できるが、図８～図１４はリード線のいくつかの異なる例示的実施形態を示して
いる。これらの実施形態のうちの少なくともいくつかでは、固定機構が刺激リード線に対
する解放可能な固定を提供して、刺激リード線の経静脈配置を半永久的な期間にわたって
保持できたり、または必要に応じてその逆にする（すなわち、取り外す）ことができたり
するようになっている。
【００５２】
　図８は、近位部４０４と、刺激電極配列４０９を支持する遠位部４０６と、を有するリ
ード線本体４０２を含むリード線４００を模式的に示す側面平面図である。電極配列４０
９はリード線本体４０２の遠位部４０６の長さに沿って離間した１つ以上の表面電極４１
０を含んでいる。いくつかの実施形態では、リード線４００はリード線本体４０２の近位
部４０４に固定装置４０８を含み、この固定装置４０８は、その中を通ってリード線本体
４０２が延びている静脈の長さに対して、リード線本体４０２の位置を保持するように構
成されている。一態様では、この固定装置４０８は目標神経の所望刺激部位に隣接する静
脈の中の所望部位に刺激電極配列４０９の位置を保持することを促進する。
【００５３】
　いったん移植されると、閉塞性睡眠時無呼吸を自動的に治療する経静脈刺激システムは
安定した状態を保ちながら患者の通常の活動に耐えなければならない。例えば、患者の首
は多くの異なる姿勢のさまざまな動作を通して動く。刺激リード線が静脈の中で（所望刺
激部位に対して）前後に動く可能性を打ち消すために、本明細書に開示された実施形態は
静脈の中の目標神経に対する所望刺激部位に刺激リード線の遠位部をしっかりと固定する
固定機構を提供する。これらの固定機構は、もし遠位部固定機構が存在していなければ、
故意にではない刺激リード線の位置変化（目標神経に対する）を引き起こす可能性がある
首の動的運動および位置変化があっても、刺激リード線の適切な配置が保持されることを
保証する。遠位部固定機構のいくつかの実施形態について図９および図１１～図１４に関
連して説明し図示する。
【００５４】
　図９は、本明細書の開示の一実施形態に係る、遠位部固定機構を含むリード線４３０を
模式的に示す側面平面図である。この実施形態では、リード線４３０は、図９に示すよう
に、近位部４３４と、刺激電極配列４３９を支持する遠位部４３６と、を有するリード線
本体４３２を含んでいる。電極配列４３９はリード線本体４３２の遠位部４３６の長さに
沿って離間した１つ以上の表面電極４４０を含んでいる。他の態様では、リード線本体４
３２の遠位部４３６はコイル構造４５０として配置された遠位部固定機構を含み、この遠
位部固定機構は、その中を通ってリード線本体４０２が延びている静脈の長さに対して、
リード線本体４０２の位置を保持するように構成されている。このコイル構造は、静脈の
中の、電極４４０が電気刺激を印加するであろう位置に、リード線本体４３２の遠位部４
３６を固定する役割を果たす。一態様では、静脈系内にリード線４３０を挿入する前に、
遠位部４３６はコイル構造４５０になっている。しかしながら、リード線４３２を静脈系
内に挿入するために、リード線本体４３２の少なくとも遠位部４３６の中を通ってガイド
ワイヤを前進させることにより、遠位部４３６はコイル構造４５０から、ほぼまっすぐな
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構造（すなわち、伸びたコイル）に変換される。静脈系の中の所望位置までガイドワイヤ
およびリード線４３０を導いた後に、ガイドワイヤをリード線本体４３２から近位方向に
移動させて、それにより遠位部４３６がコイル構造４５０に戻ることを可能にする。一実
施形態では、コイル構造のこの「記憶効果」が、ニチノールまたは熱成形ポリウレタンの
ような材料を遠位部４３６に組み込むことにより実現される。他の実施形態では、当業者
に周知の、記憶挙動を有する他の材料を使用して遠位部４３６を形成し、それによりコイ
ル構造４５０の作用を可能にする。
【００５５】
　他の態様では、方法２５０に関連して上述したように、さまざまな刺激パラメータ（例
えば、電極極性、振幅、周波数、パルス幅、および継続時間など）のそれぞれは、（静脈
系の中を通って）目標神経に隣接して刺激リード線４３０を操作しながら各仮想刺激部位
で試験される。静脈系に沿った（目標神経領域内の）各位置で反応を評価して、その仮想
位置で最良の反応をもたらす刺激パラメータの特定の値または組み合わせを注意深く観察
することにより、刺激電極配列４３９に対する最適の刺激部位を決定できる。本明細書で
上述したように、（刺激パラメータに対する対応する値の有効群に基づいて）刺激部位を
決定するこの方法は、本明細書の開示の中の異なる刺激電極構成のうちの誰にでも適用で
きる。
【００５６】
　刺激リード線の他の実施形態では、図１～図４Ｂに関連して上述したように、刺激リー
ド線の２本の個々の枝、または２本の独立した刺激リード線は、舌下神経の左右両側付近
に経静脈法的に配置できる。ＩＰＧおよびプログラマは刺激リード線の各枝への刺激送出
を、独立に、または従属的に制御できる。
【００５７】
　図１０は本明細書に開示される他の実施形態を示す斜視図である。この実施形態では、
リード線５００がリード線５００の遠位部にリング電極５０２、５０４、５０６の配列を
含み、このリング電極の配列は目標神経に電気刺激を印加するように構成されている。一
態様では、リング電極５０２～５０６のこの配列は静脈（例えば、舌下静脈など）の中の
リード線５００から離間した目標神経（例えば、舌下神経など）に電界を導くように構成
されている。また、リング電極５０２～５０６は図８～図９および図１１～図１４に関連
して説明する他の実施形態のうちの１つ以上において必要に応じて使用できることが分か
る。
【００５８】
　図１１は、本明細書に開示される一実施形態に係る、遠位部固定機構を含むリード線５
２０を模式的に示す斜視図である。この実施形態では、リード線５２０はリード線５２０
の遠位部にステント部５２２を含み、ステント部５２２はステントの構造（例えば、支柱
など）に組み込まれた（または付加された）１つ以上の刺激電極５２４、５２６、５２８
を含んでいる。一態様では、ステント構造５２２で支持された電極５２４～５２８のこの
配列は静脈（例えば、舌下静脈など）の中のリード線５００から離間した目標神経（例え
ば、舌下神経など）に電界を導くように構成されている。さらに、ステント構造５２２は
、目標神経の所望刺激部位に対応する静脈（この静脈の中を通ってリード線５２０が延び
ている）の長さに沿った所望配置位置に電極５２４～５２８の位置を固定する機構を提供
する。
【００５９】
　一実施形態では、静脈系および目標神経に隣接する静脈内への挿入の間、ステント構造
５２２は折り畳み状態（図１１においてほぼＡで表される直径を有する）で配置されてい
る。いったんステント構造５２２と、関連する刺激電極とが仮想刺激部位に位置付けられ
ると、医師はステント構造５２２の折り畳み状態から拡張状態（図１１においてほぼＢで
表される直径を有する）への変換を開始して静脈の側壁と接触させて、それにより電極を
所定の位置にしっかりと固定する。言い換えれば、ステント構造５２２は静脈の中の所望
の刺激部位にリード線の遠位部を固定する遠位部固定機構として働く。一態様では、異な
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る仮想刺激部位を評価するプロセスの間、仮想刺激部位における刺激信号の有効性を試験
するためにステント構造が一時的に拡張され、その後、電極とステント構造とを、異なる
仮想刺激部位に配置するために静脈に沿ってリード線５２０の位置を変えられるようにス
テント構造が再び折り畳まれる。このプロセスは最適刺激部位が決定されるまで必要に応
じて何度でも繰り返され、その後、リード線５２０の遠位部を最適刺激部位に固定して保
持するためにステント構造５２２が再び拡張される。選択的な拡張、折り畳み、およびス
テント構造を拡張状態にすることによる最終的な固定は、ガイドワイヤの回転、押し込み
、および／または引き抜きによるステント構造５２２の操作のような技術的に公知の方法
で実行されることが分かる。
【００６０】
　他の実施形態では、図９のコイル構造３５０または図１１のステント構造を使用する代
わりに、他の機構により静脈の中の刺激リード線の遠位部の固定を実現する。
【００６１】
　図１２Ａ～図１２Ｂは、本発明の一実施形態に係る、遠位部固定機構を含む経静脈刺激
リード線５３０を模式的に示している。図１２Ａに示すように、刺激リード線５３０の遠
位部５３１が、展開可能なつめ状突起５３４の配列５３２により提供される遠位部固定機
構を含んでいる。図１２Ａでは、つめ状突起５３４は展開構成で示されており、この展開
構成では、つめ状突起５３４がリード線５３０の遠位部５３１の本体から放射状に延びて
いる。この位置では、つめ状突起５３４が静脈の側壁に解放可能に係合して、それにより
遠位部５３１を静脈の中にしっかりと固定するように構成されている。つめ状突起が静脈
の側壁の完全性に悪影響を与えないように構成されていることが分かる。
【００６２】
　一態様では、静脈系の中を通ってリード線の遠位部を前進させるとき、図１２Ｂに模式
的に示すように、これらのつめ状突起５３４をリード線の外壁に対して全体として格納位
置に位置付けるためにガイドワイヤを使用する。好適な刺激部位が決定された後に、つめ
状突起５３４を展開して（すなわち、図１２Ａに示すようにリード線の外壁から離れて放
射状外方に選択的に広げて）、静脈の側壁に係合させて、それによりその静脈に沿った所
望刺激部位に（および目標神経に沿った所望位置に隣接して）リード線の遠位部５３１を
しっかりと固定する。いくつかの実施形態では、展開可能なつめ状突起５３４はポリウレ
タン材料および／またはニチノールバネで作られている。
【００６３】
　静脈の中の、目標神経の所望刺激部位に対応する位置に、電極刺激部がほぼ固定されて
いることを保証するために、リード線５３０の遠位部５３１上の、リード線５３０の電極
刺激部（本願全体を通じて示された電極構成のうちの１つのような）に十分近い位置につ
め状突起５３４の配列５３２が設置されていることが分かる。
【００６４】
　図１３は、本明細書の開示の他の実施形態に係る、目標神経に電気刺激を印加するよう
に構成された経静脈刺激リード線５４０を示す斜視図である。この実施形態では、リード
線５４０は電極部５４８のプログラム可能配列５４２、５４４、５４６の連続５４１を含
み、各配列５４２、５４４、５４６はリード線５４０の遠位部の長さに沿って互いに離間
している。一態様では、各配列のそれぞれの電極部５４８は、大まかな環状構造を形成す
るように、リード線５４０の外表面のまわりの円周方向に、離間した関係で広がっている
。一態様では、電極部５４８のプログラム可能配列５４２～５４６は、静脈（例えば、舌
下静脈など）の中の位置から、リード線５４０から離間した目標神経（例えば、舌下神経
など）に電界を導くように構成されている。また、電極の配列５４２～５４６は図８～図
９および図１１～図１２Ｂに関連して説明する他の実施形態のうちの１つ以上において必
要に応じて使用できることが分かる。
【００６５】
　一実施形態では、電極の各配列５４２、５４４、５４６は、２つ、３つ、４つ、または
それ以上の独立した電極部５４８を含んでいる。一態様では、電極部５４８は目標刺激部
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位を刺激するように別々にプログラムされる。言い換えれば、常に、それぞれの個々の配
列５４２～５４６のうちのゼロ個、１個、２個、またはそれ以上の電極部５４８から刺激
信号が加えられる。この実施形態では、リード線５４０の遠位部の長さに沿って、および
リード線５４０のまわりの円周方向または半径方向に、電極部の位置をさまざまに変化さ
せることにより、電極部５４８の選択的な群の（それらの離間したさまざまな位置での）
精密な作動を可能にして、リード線５４０の遠位部に対して事実上任意の点に刺激信号を
作り出す。したがって、この配置により、刺激を目標刺激部位に導くのにリード線５４０
をほとんど、またはまったく回転させずに、目標神経（または目標神経の選択部分／束）
を刺激できる。
【００６６】
　図１４は、本明細書の開示の他の実施形態に係る、目標神経に電気刺激を印加するよう
に構成された経静脈刺激リード線５６０を示す斜視図である。この実施形態では、リード
線５６０はリード線５６０の遠位部５６４に取り付けられたリング電極５６２のプログラ
ム可能配列を含んでいる。一態様では、リング電極５６２のこのプログラム可能配列は、
静脈（例えば、舌下静脈など）の中の各リング電極５６２の位置から、リード線５６０か
ら離間した目標神経（例えば、舌下神経など）に電界を導くように構成されている。また
、リング電極５６２は図８～図９および図１１～図１２Ｂに関連して説明する他の実施形
態のうちの１つ以上において必要に応じて使用できることが分かる。一実施形態では、各
リング５６２は目標刺激部位を刺激するために別々にプログラムされてもよい。この実施
形態では、リード線５６０の遠位部の長さに沿ってリング電極５６２の位置をさまざまに
変化させることにより、精密な作動１つ、２つ、またはそれ以上のリング電極５６２を（
それらの離間したさまざまな位置で）可能にして、リード線５６０の遠位部の長さに沿っ
て事実上任意の点に刺激信号を作り出す。したがって、この配置により、刺激を目標刺激
部位に導くのにリード線５６０をほとんど、またはまったく回転させずに目標神経を刺激
できる。さらに、いったんリード線５６０がほぼ関心領域内に位置付けられると、神経の
所望刺激部位に隣接して電極を位置付けるためにリード線５６０を静脈の中で遠位方向に
、または近位方向に大幅に操作する必要はなく、その理由は、リード線の遠位部の長さに
沿ったリング電極５６２のいずれか１つまたはリング電極５６２の組み合わせが、目標神
経に刺激信号を印加するための作動に使用できるためである。一実施形態では、電極５６
２の配列は、それが頸静脈付近の位置から頤舌筋の方へ延びるときに、舌下神経の長さの
大部分と実質的に一致する長さを有している。一態様では、配列のこの長さにより、血管
系の中で配列の位置を変える必要なしに配列のうちのどの電極５６２が最も効果的な呼吸
気道開通性をもたらすかを決定できる。他の態様では、効果的な呼吸気道開通性は、どの
リング電極５６２またはリング電極５６２の組み合わせで、気道開通性の増加の継続時間
が最も長くなるか、気道開通性の増加面積が最も大きくなるか、および／または無呼吸の
大幅な低減をもたらすかを特定するときに決定される。
【００６７】
　この実施形態では、リード線は刺激を目標刺激部位に導くのにリード線の回転を必要と
しない。さらにまた、制御装置を取り付けた複数のリングにより、実際に作動するまたは
作動しない電極リングの複数の組み合わせを用いて最適刺激設定を評価してもよいため、
静脈の中のリード線の最小の位置調整が必要である。
【００６８】
　ＩＰＧ５５を胸部内に移植し、経静脈法的にセンサ電極および刺激電極（ＩＰＧ５５か
ら延びている）を挿入して、それぞれ呼吸パターンを検出するとともに、刺激信号を印加
する、いくつかの異なる実施形態について、図１～図７に関連して説明してきた。さらに
、刺激電極配列のいくつかの実施形態（および関連する遠位部固定機構）について、図８
～図１４に関連して説明してきた。さらに、いくつかの実施形態では、リード線が経静脈
法的に身体のそれぞれの側（左右）に配置され、両側の（同時の、または交互の）刺激が
、左および／または右の舌下神経（または他の目標神経）上に加えられるようになってい
ることが分かる。これらのさまざまな実施形態を考慮すると、それらの実施形態の中では
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、少なくとも２つの電極が身体内の上気道の近くで離間しており、離間した２つの電極間
のインピーダンスを測定でき、気道開通性（例えば、上気道の開通および／または閉塞な
ど）の目安を提供するようになっている、いくつかの構成が提供されていることがさらに
分かる。例えば、このインピーダンスを測定するために、刺激電極のうちの１つは経静脈
法的に身体の第１の側部に配置され、刺激電極のうちの他の１つは経静脈法的に身体の第
２の側部に配置されている。いくつかの実施形態では、この生体インピーダンスは経胸腔
生体インピーダンス、経喉頭生体インピーダンス、または経咽頭生体インピーダンスとし
て測定される。
【００６９】
　いくつかの構成では、離間した電極は両方とも刺激電極であるが、他の構成では、離間
した電極は１つの刺激電極と１つの呼吸センサ電極とを含んでいる。さらに他の構成では
、離間した２つの電極（気道開通性を示すインピーダンスを測定するのに使用される）は
、刺激電極および呼吸センサ電極のうちの少なくとも１つを含む電極のうちの１つと、Ｉ
ＰＧ５５のケース５６またはハウジングの導電性部分で形成された電極を含む電極のうち
の他の１つと、を含んでいる。
【００７０】
　さらに、いくつかの実施形態では、各電極が呼吸検出機能または刺激機能を提供するほ
かに、１対のインピーダンス検出電極の一部としても働くという点で、各電極部は二重機
能を提供する。その一方で、他の実施形態では、１対のインピーダンス検出電極のうちの
少なくとも１つの電極は、呼吸（例えば、吸気）を検出したり、または刺激したりする役
割を果たすのではなく、むしろ気道開通性の程度を検出したり、または示したりするイン
ピーダンスの検出専用である。
【００７１】
　したがって、気道開通性を示すインピーダンスを検出するために１対の電極を使用する
ことにより、本明細書の開示の原理にしたがって動作するシステムは、気道のつぶれが起
こったかどうかを示すことにより無呼吸イベントを検出できる。一実施形態では、このイ
ンピーダンスに基づく気道開通性の目安は、本明細書に開示された実施形態に基づいて、
無呼吸イベントを検出するとともに、目標神経の刺激を潜在的に誘発して気道開通性を回
復させるために、他の生理学的検出情報（少なくとも図２Ａ～図２Ｂに関連して説明した
検出情報など）といっしょに使用される。
【００７２】
　図１５Ａは、本明細書に開示される実施形態に係る、閉塞性睡眠時無呼吸を治療する神
経刺激システム６００を模式的に示す側面平面図である。この実施形態では、図１５Ａに
示すように、システム６００は支持部６０４（例えば、ベッドなど）およびヘッドレスト
構造６０６（例えば、枕など）に横になっている患者６０２に治療を施し、このヘッドレ
スト構造６０６は電源／コントローラ６２２および１つ以上の高周波送信コイル６２０を
内蔵している。しかしながら、この実施形態はベッド６０４および／または枕に厳密に限
定されているわけではなく、患者６０２が長期間同じ姿勢を保つことができる他の家具構
成でも利用できることが分かる。図１５Ａにさらに示すように、システム６００は舌下神
経１９０（または他の目標神経）を刺激するために図１５Ｂに示すように経静脈法的に舌
下静脈１８８（または隣接する他の静脈）内に挿入される超小型刺激器具６３５を含んで
いる。いくつかの実施形態では、超小型刺激器具６３５の経静脈挿入は、図９、図１１、
図１２Ａ～図１２Ｂと関連して上述したのと実質的に類似の方法で達成されるとともに、
図１６～図１７Ｃと関連してさらに説明する予定の経静脈挿入方法によっても達成される
。
【００７３】
　一実施形態では、超小型刺激器具６３５は、神経刺激信号を生成する回路と、図１５Ｂ
に示すように神経１９０に信号を伝達するために超小型刺激器具６３５の表面上に配置さ
れた少なくとも１つの電極６３７と、を含む、全体的に細長い部材を含んでいる。いくつ
かの実施形態では、超小型刺激器具６３５はリッチモンド他の米国特許第６，２４０，３
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１６号に記載されているような超小型の電子装置を含み、当該米国特許は参照することに
より全体がそのまま本明細書に組み入れられる。しかしながら、本明細書の開示に照らし
て、このような超小型刺激器具は目標筋内に直接移植される代わりに、経静脈法的に挿入
されることが分かる。
【００７４】
　一般論として、システム６００は、２つの別々の超小型刺激器具の使用により両側刺激
を利用する可能性（身体の左側および右側から、同時刺激または交互刺激を加えるために
）を含み、図１～図１４に関連して上述したのと少なくとも実質的に同じ検出方法および
刺激パラメータに基づいて閉塞性睡眠時無呼吸を治療するための治療計画を使用する。
【００７５】
　再び図１５Ａを参照すると、システム６００は、無呼吸の検出に適した、および例えば
吸気などの呼吸と同期した刺激信号の印加の誘発に適した、呼吸検出を提供するように構
成された少なくとも１つの検出構成要素を含んでいる。いくつかの実施形態では、呼吸検
出は外部に固定できて呼吸圧力センサ６３１を含むベルト６３０で提供される。センサ６
３１で検出された信号は無呼吸検出および治療で用いるために無線で電源／コントローラ
６２２に送信される。他の実施形態では、呼吸検出はインピーダンスセンサ６４０により
提供され、このインピーダンスセンサ６４０はパッチにより、または皮下移植を行ってさ
え胸の外面に固定される。センサ６４０は無線で電源／コントローラ６２２と通信する。
いくつかの実施形態では、ベルト６３０または他のセンサ６４０は身体の動き／位置を検
出する加速度計または圧電変換器を含み、このような情報はまた、無呼吸をいつ監視すべ
きか、および／または無呼吸をいつ治療すべきかを決定するために、コントローラ６２２
および／または超小型刺激器具６３５により使用される。
【００７６】
　使用時には、患者は支持部６０４に横になったままで、呼吸センサ６３１または６４０
が、電源／コントローラ６２２により監視された呼吸努力に関する情報を提供する。治療
しきい値が検出されるとすぐに、電源／コントローラ６２２は高周波／送信コイル６２０
を介して超小型刺激器具６３５に伝達される電力を生成する。また、いくつかの実施形態
では、超小型刺激器具６３５は閉塞性睡眠時無呼吸の治療計画に基づいて刺激信号を印加
するためのプログラムされた命令を保存しているが、他の実施形態では、超小型刺激器具
６３５はこのようなプログラムされた命令をコイル６２０を介してコントローラ６２２か
ら受信することが分かる。どちらの場合でも、命令は臨床医によっても、または患者によ
っても（医師が許可したある特定の制約の範囲内で）プログラム可能である。この点を考
慮すると、気道開通性を回復させて、それにより閉塞性睡眠時無呼吸を軽減するために、
超小型刺激器具６３５は治療計画に基づいて神経１９０（図１５Ｂ）を選択的に刺激する
。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、図１５Ｃに示すように、無呼吸が発生する可能性がある期間
中（例えば、睡眠中、休憩中など）に患者６０２が着用するように構成された衣服６７５
に配置されたセンサを介して呼吸検出情報を取得する。一実施形態では、衣服６７５はベ
ルト６３０と類似の呼吸検出ベルト６８２を提供するが、他の実施形態では、衣服６７５
は衣服６７５の胸部６８０に１つ以上のインピーダンスセンサまたは他の呼吸努力センサ
６８４（および／または身体の動き／位置検出器）を含んでいる。
【００７８】
　図１６は、本明細書に開示される実施形態に係る、経静脈法的に挿入される超小型刺激
器具の固定システムを模式的に示す側面平面図である。したがって、いくつかの実施形態
では、図１６に示すように、経静脈挿入機構７００は近位部７１４および遠位部７１２を
含む操舵可能カテーテル／スタイレット７１０を含んでいる。超小型刺激器具６３５は操
舵可能カテーテル／スタイレット７１０の遠位部７１２に解放機構７３０を介して解放可
能に固定されている。当業者に公知の方法を用いて、目標神経の所望刺激部位の近くまで
経静脈法的に超小型刺激器具６３５を前進させて操作するためにカテーテル７１０を使用
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する。この位置で、目標神経に隣接する静脈の中に超小型刺激器具６３５を固定するため
に解放機構７３０を作動させて、その後、静脈の中に超小型刺激器具６３５を残して静脈
から残部カテーテル７１０を引き抜く。静脈の中に超小型刺激器具６３５を固定するため
にさまざまな機構を使用できるが、この実施形態では、超小型刺激器具６３５を静脈に対
して固定して、それにより超小型刺激器具６３５を目標神経に対して固定するために、選
択的に展開可能なつめ状突起７２０（または他の選択的に展開可能な固定装置）の配列が
超小型刺激器具６３５から放射状外方に延びている。
【００７９】
　図１７Ａは、本明細書に開示される実施形態に係る、経静脈法的に挿入される、閉塞性
睡眠時無呼吸を治療するように構成された超小型刺激器具のステントベースの固定システ
ムを模式的に示す側面平面図である。この実施形態では、超小型刺激器具６３５はステン
ト７７０に連結されている。操舵可能カテーテル／スタイレット７６０は、ステント７７
０（折り畳み状態の）および超小型刺激器具６３５の組み合わせを、静脈の中の目標神経
に隣接する位置まで、（当業者に公知の方法を用いて）経静脈法的に挿入するようになさ
れている。操舵可能カテーテル７６０をさらに操作することにより、静脈の側壁に対して
固定される予定のステント７７０を解放して拡張させて、その後、カテーテル／スタイレ
ット７６０を引き抜く。この配置により、超小型刺激器具６３５は静脈の長さに対してほ
ぼ固定されるようになり、したがって、目標神経の部分に対してほぼ固定されるようにな
る。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、超小型刺激器具６３５は図１７Ｂに示すようにステント７７
０の内側７７１の中に延びるように連結されている。一実施形態では、超小型刺激器具６
３５は１つ以上の半剛体の、または弾力的なテザー７７２を介してステント７７０に対し
て連結されている。
【００８１】
　さらに他の実施形態では、超小型刺激器具６３５は図１７Ｃに示すように支持部７８２
（１つ以上の支柱７７４から延びる）を介してステント７７０の端部７７３から遠位方向
前方に（またはステント７７０の端部７７３に対して近位方向に）延びるように構成され
ている。したがって、この配置では、超小型刺激器具６３５はステント７７０の内側７７
１（図１７Ｂ）の中には位置しておらず、それによりステント７７０の胴体部が超小型刺
激器具６３５からの刺激信号を妨害する可能性を低減する可能性がある。
【００８２】
　経静脈法的に挿入される（本明細書に記載の）超小型刺激器具の実施形態では、経静脈
法により外科医が（操舵可能カテーテル技法を用いて）超小型刺激器具の位置を静脈の長
さに沿って変化させることができ、それにより超小型刺激器具の位置を目標神経の長さに
沿って変化させることができるため、最適な神経刺激部位に隣接して超小型刺激器具を精
密に位置決めできる。この方法により、目標神経に対して超小型刺激器具の位置を固定す
る前に、外科医が１つ以上の具体的な筋の収縮を引き起こす（気道開通性を回復させるの
に適した）最適刺激部位を正確に特定できる。さらに、操舵可能カテーテル／スタイレッ
トまたは他の経静脈挿入機器では、刺激が目標神経または目標神経の一部に及ぼす効果を
さらに調節するために静脈の中で超小型刺激器具を回転させることができる。
【００８３】
　本明細書に開示された実施形態は閉塞性睡眠時無呼吸と診断された患者に治療上の解決
方法を提供するために移植可能システムを提供する。本システムは吸気時に舌下神経を刺
激して、それにより睡眠中の上気道の閉塞を防ぐように設計されている。
【００８４】
　少なくとも１つの例示的実施形態が、上記の詳細な説明において提示されているが、変
形が存在することを理解すべきである。例示的実施形態は、あくまで実施例に過ぎず、本
明細書の開示の範囲、適用性、または構成をいかなる方法によっても限定するものではな
いことを理解すべきである。むしろ、上記の詳細な説明は例示的実施形態を実現するため
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に便利なロード・マップを当業者に提供するであろう。添付クレームおよびそれらの法的
な均等物に記載の本明細書の開示の範囲を逸脱することなく、要素の機能および配置にお
いてさまざまな変更を行うことができることを理解すべきである。

【図１】 【図２Ａ】
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【図３Ｂ】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図５Ａ】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３】 【図１４】
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【図１５Ａ－１５Ｂ】 【図１５Ｃ】

【図１６】 【図１７Ａ】
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【図１７Ｂ】
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