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(57)【要約】
　システムは、神経組織を変調する際の使用のために作
動的に位置決めされるように構成された少なくとも１つ
のリード上の複数の電極を含む。神経組織は、後角組織
、後根組織、又は後柱組織のうちの少なくとも１つを含
む。システムは、神経変調デバイスとコントローラとを
含む埋込可能なデバイスを含む。神経変調デバイスは、
電極の少なくとも一部を用いて変調場を発生させ、知覚
以下変調を神経組織に送出するように構成される。知覚
以下変調は、患者知覚閾値よりも低い強度を有する。患
者知覚閾値は、それよりも下では患者が変調場の発生を
感知しない境界である。コントローラは、神経変調デバ
イスを制御して変調場を発生させ、患者入力に応答して
変調場を自動的に調節するように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　後角組織、後根組織、又は後柱組織のうちの少なくとも１つを含む神経組織を変調させ
る際の使用のために作動的に位置決めされるように構成された少なくとも１つのリード上
の複数の電極と、
　埋込み可能なデバイスと、を有し、
　前記埋込み可能なデバイスは、知覚以下変調を神経組織に送出する変調場を発生させる
ために、前記複数の電極の少なくとも幾つかを使用するように構成された神経変調デバイ
スを含み、知覚以下変調は、患者知覚閾値よりも低い強度を有し、患者知覚閾値は、それ
よりも低い変調場の発生を患者が感知しない境界であり、
　前記埋込み可能なデバイスは、更に、コントローラを含み、前記コントローラは、変調
場を発生させ且つ患者入力に応答して前記変調場を自動的に調節するように前記神経変調
デバイスを制御するように構成される、システム。
【請求項２】
　更に、前記埋込み可能なデバイスと通信するように構成された外部デバイスを有し、
　前記外部デバイスは、患者入力を受信するためのユーザインタフェースと、患者入力に
応答するように構成されたコントローラと、を含み、
　前記外部デバイスのコントローラは、患者開始制御信号を前記埋込み可能なデバイスに
送るための通信を自動的に開始させ、
　前記埋込み可能なデバイスのコントローラは、前記変調場を発生させ、前記患者開始制
御信号に応答して前記変調場を自動的に調節するように構成される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
　前記患者入力は、投与調節を含み、前記埋込み可能なデバイスのコントローラは、前記
患者開始制御信号に応答して、知覚以下変調の投与を自動的に調節するように構成される
、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記システムは、前記患者開始制御信号に応答して投与の自動調節を制限するように構
成される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　更に、知覚以下変調の治療の有効性を評価するフィードバック部を有し、前記コントロ
ーラは、フィードバック入力で受信したフィードバックを使用して、知覚以下変調を自己
較正する自己較正ルーチンを自動的に開始させるように構成される、請求項２～４のいず
れか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記コントローラによって開始される自己較正ルーチンは、
　刺激電極のアレイ内の活性電極のための知覚異常感覚のレベルを提供する変調強度のレ
ベルを決定することと、
　決定された変調強度のレベルを用いて、異常感覚を知覚するための閾値よりも低いレベ
ルで前記活性電極を介して送出される知覚以下変調を正規化する段階と、を含む請求項５
に記載のシステム。
【請求項７】
　前記外部デバイスのユーザインタフェースは、前記ユーザインタフェースを用いて患者
により提供される疼痛緩和の指示を含む前記フィードバックを提供するように構成される
、請求項５又は６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記フィードバック部は、センサを含む、請求項５～７のいずれか１項に記載のシステ
ム。
【請求項９】



(3) JP 2017-529176 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

　前記センサは、局所電場電位（ＬＦＰ）センサを含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記センサは、加速度計を含む、請求項８又は９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記患者入力は、患者活動入力を含み、前記コントローラは、患者活動入力を用いて評
価された患者の健康状態の質が示されたときに較正ルーチンを自動的に作動させるように
構成される、請求項１～１０のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１２】
　患者の健康状態の質は、患者活動の検出された変化を用いて評価される、請求項１１に
記載のシステム。
【請求項１３】
　前記コントローラは、検出された患者活動に特有の較正データを発生させるための較正
ルーチンを実施し、発生させた前記検出された患者活動に特有の較正データを用いて変調
プログラムを調節するように構成される、請求項１～１２のいずれか１項に記載のシステ
ム。
【請求項１４】
　前記患者入力は、患者姿勢入力を含み、前記コントローラは、患者姿勢入力を用いて評
価された患者の健康状態の質が示されたときに較正ルーチンを自動的に作動させるように
構成される、請求項１～１３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記コントローラは、検出された患者姿勢に特有の較正データを発生させるための較正
ルーチンを実施し、発生させた前記検出された患者姿勢に特有の較正データを用いて変調
プログラムを調節するように構成される、請求項１～１４のいずれか１項に記載のシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔優先権の主張〕
　本出願は、２０１４年９月２３日出願の米国仮特許出願第６２／０５４，１１６号の「
３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）」の下での優先権の利益を主張し、引用によってその
全体を本明細書に組込む。
【０００２】
　本明細書は、一般的に医療デバイスに関し、より具体的には、神経変調を送出するため
のシステム、デバイス、及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　神経変調は、いくつかの病状のための治療として提案されてきた。多くの場合、神経変
調及び神経刺激は、活動電位並びに抑制及びその他の効果を引き起こす興奮刺激を説明す
るのに交換可能に使用される。神経変調の例は、「脊髄刺激（ＳＣＳ）」、「脳深部刺激
（ＤＢＳ）」、「末梢神経刺激（ＰＮＳ）」、及び「機能的電気刺激（ＦＥＳ）」を含む
。脊髄刺激（ＳＣＳ）は、限定ではなく例示として、慢性疼痛症候群を処置するのに使用
されている。幾つかの神経ターゲットは、異なるタイプの神経繊維を有する複合構造のも
のであることがある。かかる複合構造の例は、脊髄刺激（ＳＣＳ）によってターゲットに
される脊髄内及びその周りのニューロン要素である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国仮特許出願第６２／０５４，０７６号明細書
【非特許文献】
【０００５】
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【非特許文献１】Ｇｕｓｔａｆｆｓｏｎ他、１９７６
【発明の概要】
【０００６】
　システムの例（例えば、「例１」）は、神経組織を変調する際の使用に向けて作動的に
位置決めされるように構成された少なくとも１つのリード上の電極を含むことができる。
神経組織は、後角組織、後根組織、又は後柱組織のうちの少なくとも１つを含むことがで
きる。システムは、神経変調デバイスとコントローラとを含む埋込可能なデバイスを含む
ことができる。神経変調デバイスは、電極の少なくとも一部を用いて変調場を発生させ、
知覚以下変調を神経組織に送出するように構成することができる。知覚以下変調は、患者
知覚閾値よりも低い強度を有することができる。患者知覚閾値は、それよりも下では患者
が変調場の発生を感知しない境界とすることができる。コントローラは、神経変調デバイ
スを制御して変調場を発生させ、かつ患者入力に応答して変調場を自動的に調節するよう
に構成することができる。
【０００７】
　例２において、例１の主題は、システムが、埋込可能なデバイスと通信するように構成
された外部デバイスを含むように任意的に構成することができる。外部デバイスは、患者
入力を受信するためのユーザインタフェースと、患者入力に応答し、かつ患者開始式制御
信号を埋込可能なデバイスに送るための通信を自動的に開始するように構成されたコント
ローラとを含むことができる。埋込可能なデバイスのコントローラは、神経変調デバイス
を制御して変調場を発生させ、かつ患者開始式制御信号に応答して変調場を自動的に調節
するように構成することができる。
【０００８】
　例３において、例２の主題は、患者入力が投与調節を含むように任意的に構成すること
ができる。埋込可能なデバイスのコントローラは、患者開始式制御信号に応答して知覚以
下変調の投与を自動的に調節するように構成することができる。
【０００９】
　例４において、例３の主題は、システムが、患者開始式制御信号に応答して投与の自動
調節を制限するように構成されるように任意的に構成することができる。
【００１０】
　例５において、例２～例４のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、システ
ムが、知覚以下変調の治療有効性を評価するためのフィードバックを更に含むように任意
的に構成することができる。コントローラは、フィードバック入力で受信したフィードバ
ックを使用して知覚以下変調を自己較正するための自己較正ルーチンを自動的に開始する
ように構成することができる。
【００１１】
　例６において、例５の主題は、コントローラによって開始される自己較正ルーチンが、
刺激電極アレイ内の活性電極に対して知覚される異常感覚のレベルを与える変調強度のレ
ベルを決定する段階と、決定された変調強度のレベルを用いて、異常感覚を知覚するため
の閾値よりも低いレベルで活性電極を通して送出される知覚以下変調を正規化する段階と
を含むように任意的に構成することができる。
【００１２】
　例７において、例５～例６のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、ユーザ
インタフェースが、フィードバックを提供するように構成されるように任意的に構成する
ことができる。フィードバックは、外部デバイスのユーザインタフェースを用いた疼痛緩
和の患者提供式指示を含むことができる。
【００１３】
　例８において、例５～例７のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、フィー
ドバックがセンサを含むように任意的に構成することができる。
【００１４】
　例９において、例８の主題は、センサが局所電場電位（ＬＦＰ）センサを含むように任
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意的に構成することができる。
【００１５】
　例１０において、例８～例９のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、セン
サが加速度計を含むように任意的に構成することができる。
【００１６】
　例１１において、例１～例１０のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、患
者入力が、患者活動入力を含み、コントローラが、患者活動入力を用いて評価された患者
健康状態の質によって示された時に較正ルーチンを自動的にトリガするように構成される
ように任意的に構成することができる。
【００１７】
　例１２において、例１１の主題は、患者健康状態の質が患者活動の検出された変化を用
いて評価されるように任意的に構成することができる。
【００１８】
　例１３において、例１～例１２のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、コ
ントローラが、検出された患者活動に特有の較正データを発生させるための較正ルーチン
を実施し、かつ検出された患者活動に特有の発生された較正データを用いて変調プログラ
ムを調節するように構成されるように任意的に構成することができる。
【００１９】
　例１４において、例１～例１３のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、患
者入力が患者姿勢入力を含むように任意的に構成することができる。コントローラは、患
者姿勢入力を用いて評価された患者健康状態の質によって示された時に較正ルーチンを自
動的にトリガするように構成することができる。
【００２０】
　方法の例（例えば、「例１６」）は、埋込可能なデバイスと電極とを用いて知覚以下神
経変調を神経組織に送出する段階を含むことができる。神経組織は、後角組織、後根組織
、又は後柱組織のうちの少なくとも１つを含む。知覚以下変調は、それよりも下では患者
が変調場の発生を感知しない境界である患者知覚閾値よりも低い強度を有する。本方法は
、患者入力を受信して神経変調に対する調節をトリガする段階と、患者トリガに対するプ
ログラムされた応答を実施して神経変調を調節する段階とを含むことができる。
【００２１】
　例１７において、例１６の主題は、患者入力を受信する段階が、外部デバイスのユーザ
インタフェースを用いて患者入力を受信する段階を含むことができるように任意的に構成
することができる。
【００２２】
　例１８において、例１６～例１７のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、
患者入力を受信する段階が、較正ルーチンを実施して較正情報を取得するという患者指令
を外部デバイスから受信する段階を含むことができ、かつプログラムされた応答を実施す
る段階が、較正情報に基づいて神経変調のためのプログラミングを調節する段階を含むこ
とができるように任意的に構成することができる。
【００２３】
　例１９において、例１７～例１８のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、
患者入力が、投与調節を含むことができ、プログラムされた応答を実施する段階が、神経
変調の投与を調節する段階を含むことができ、プログラムされた応答が、神経変調に対す
る刺激限界を含むことができるように任意的に構成することができる。
【００２４】
　例２０において、例１７～例１９のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、
プログラムされた応答を実施する段階が、神経変調の治療有効性を評価するためのフィー
ドバックを受信する段階と、受信したフィードバック入力を用いて神経変調を自動的に自
己較正する段階とを含むことができるように任意的に構成することができる。
【００２５】
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　例２１において、例２０の主題は、フィードバックを受信する段階が、外部デバイスの
ユーザインタフェースを用いて疼痛緩和の患者提供式指示を受信する段階を含むことがで
きるように任意的に構成することができる。
【００２６】
　例２２において、例２０～例２１のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、
フィードバックを受信する段階が、神経変調の治療有効性を評価するための信号をセンサ
から受信する段階を含むことができるように任意的に構成することができる。
【００２７】
　例２３において、例１７～例２２のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、
神経変調に対する調節をトリガする患者入力を受信する段階が、患者活動レベル入力を受
信する段階と、患者活動レベル入力を用いて患者健康状態の質を自動的に評価する段階と
、評価された健康状態の質によって示された時に神経変調に対する調節をトリガする段階
とを含むことができ、評価された健康状態の質によって示された時に調節をトリガする段
階が、神経変調を較正するための較正ルーチンを自動的にトリガする段階を含むように任
意的に構成することができる。
【００２８】
　例２４において、例１７～例２３のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、
神経変調に対する調節をトリガする患者入力を受信する段階が、患者姿勢入力を受信する
段階と、少なくとも患者姿勢入力を用いて患者健康状態の質を自動的に評価する段階と、
評価された健康状態の質によって示された時に神経変調に対する調節をトリガする段階と
を含むことができ、評価された健康状態の質によって示された時に調節をトリガする段階
が、神経変調を較正するための較正ルーチンを自動的にトリガする段階を含むように任意
的に構成することができる。
【００２９】
　例２５において、例１～例１４のうちのいずれか１つ又はあらゆる組合せの主題は、コ
ントローラが、検出された患者姿勢に特有の較正データを発生させるための較正ルーチン
を実施し、かつ検出された患者姿勢に特有の発生された較正データを用いて変調プログラ
ムを調節するように構成されるように任意的に構成することができる。
【００３０】
　この概要は、本出願の教示の幾つかの概観であり、本発明の主題の排他的又は網羅的取
り扱いであるように意図していない。本発明の主題に関する更なる詳細は、詳細説明及び
添付の特許請求の範囲内に見出される。開示の他の態様は、各々を限定的な意味で取るべ
きではない以下の詳細説明を読んで理解し、かつその一部を形成する図面を見ると当業者
には明らかであろう。本発明の開示の範囲は、添付の特許請求の範囲及びそれらの法的均
等物によって定められる。
【００３１】
　様々な実施形態は、添付の図面の図に一例として示されている。かかる実施形態は、例
示的であり、本発明の主題の排他的又は網羅的実施形態であるように意図していない。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】脊髄の一部分を示す図である。
【図２】神経変調システムの実施形態を一例として示す図である。
【図３】図２の神経変調システムに実施されるのがよい変調デバイスの実施形態を一例と
して示す図である。
【図４】図２の神経変調システムにおいてプログラミングデバイスとして実施されるのが
よいプログラミングデバイスの実施形態を一例として示す図である。
【図５】埋込み可能な神経変調システムと、システムが使用される環境の部分を、一例と
して示す図である。
【図６】「脊髄変調（ＳＣＭ）」システムと呼ぶこともできる「脊髄刺激（ＳＣＳ）」シ
ステムの実施形態を一例として示す図である。
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【図７】神経変調リード及びパルス発生器の幾つかの特徴を一例として示す図である。
【図８】各電極に送出される分割電流によって発生させた長手方向の電場がほぼ等しくな
るように電流が分割されるときの長手方向及び横断方向の電場強度の差を一例として示す
図である。
【図９】各電極に送出される分割電流によって発生させた長手方向の電場がほぼ等しくな
るように電流が分割されるときの長手方向及び横断方向の電場強度の差を一例として示す
図である。
【図１０】電気変調リード上の電極に送出されるアノード電流の分割の例を示す電気変調
リードの概略図である。
【図１１】電気変調リードの軸に沿った長手方向の勾配の概略を一例として示す図である
。
【図１２】横断方向の勾配の概略を一例として示す図である。
【図１３Ａ】電極が神経変調リードの周りに周方向に配置されたセグメント電極の形態を
なす神経変調リードを一例として示す図である。
【図１３Ｂ】電極が神経変調リードの周りに周方向に配置されたセグメント電極の形態を
なす神経変調リードを一例として示す図である。
【図１３Ｃ】電極が神経変調リードの周りに周方向に配置されたセグメント電極の形態を
なす神経変調リードを一例として示す図である。
【図１４Ａ】電極が神経変調リードの周りに軸線方向に配置されたセグメント電極の形態
をなす神経変調リードを一例として示す図である。
【図１４Ｂ】電極が神経変調リードの周りに軸線方向に配置されたセグメント電極の形態
をなす神経変調リードを一例として示す図である。
【図１４Ｃ】電極が神経変調リードの周りに軸線方向に配置されたセグメント電極の形態
をなす神経変調リードを一例として示す図である。
【図１５】ターゲット関数を達成する分割を決定するための実施形態を一例として示す図
である。
【図１６】ターゲット関数を達成する分割を決定するための実施形態をより詳細に一例と
して示す図である。
【図１７】臨床医用プログラマー（ＣＰ）又は他の外部デバイスのＧＵＩ内に提供するの
がよいプログラミングインタフェースを一例として示す図である。
【図１８】リードに関する等電位電圧線をリード及び後角の表現と共に一例として示す図
である。
【図１９】実質的に均一な電場をリード及び後角の表現と共に一例として示す図である。
【図２０】実質的に均一な電場をリード及び後角の表現と共に一例として示す図である。
【図２１】優先的に後角（ＤＨ）ニューロン組織に関わるように構成されたシステムを一
例として示す図である。
【図２２】パルス列を一般的に一例として示す図である。
【図２３】吻側尾側方向フォーカス特徴部としての二分探索特徴部の態様を一例として示
す図である。
【図２４】二分探索特徴部の例を示す図である。
【図２５Ａ】吻側尾側方向フォーカス特徴部としての縁部探索特徴部を一例として示す図
である。
【図２５Ｂ】吻側尾側方向フォーカス特徴部としての縁部探索特徴部を一例として示す図
である。
【図２５Ｃ】吻側尾側方向フォーカス特徴部としての縁部探索特徴部を一例として示す図
である。
【図２６】様々な実施形態による電極スパンを選択する方法を一例として示す図である。
【図２７】望ましい電極リストを更に絞り込む方法を一例として示す図である。
【図２８】ユーザにより提供される電極リストの選択を受入れるように実施されるのがよ
いようなシステムを一例として示す図である。
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【図２９】場トロールを実施するのに使用されてもよいシステムの例を一例として示す図
である。
【図３０】場トロールの実施に使用される外部デバイスのＧＵＩの例を一例として示す図
である。
【図３１】パルス振幅（強度）がパルス持続時間（パルス幅）に対してプロットされた強
度－持続時間曲線の例を一例として示す図である。
【図３２】小パルス幅での知覚以下変調を較正するのに使用されてもよいシステムの実施
形態を一例として示す図である。
【図３３】短パルス幅を用いて知覚以下変調をプログラミングするためのプロセスの実施
形態を一例として示す図である。
【図３４】知覚以下変調を送出する段階を含む方法の実施形態を一例として示す図である
。
【図３５】知覚以下変調を送出するシステムを一例として示す図である。
【図３６】患者入力に対するプログラミングされた応答の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明の主題の以下の詳細説明は、一例として本発明の主題を実施されるのがよい特定
の態様及び実施形態を示す添付の図面を参照する。それらの実施形態を十分に詳細に説明
して、当業者が本発明の主題を実施することを可能にする。他の実施形態を利用すること
ができ、構造的、論理的、及び電気的変更は、本発明の主題の範囲から逸脱することなく
行うことができる。本発明の開示内の「実施形態」、「一実施形態」、又は「様々な実施
形態」への言及は、必ずしも同じ実施形態であるとは限らず、かかる言及は、１よりも多
い実施形態を考えている。従って、以下の詳細説明を限定的な意味でとらえるべきではな
く、その範囲は、かかる特許請求の範囲が権利を有する法的均等物の全範囲と共に特許請
求の範囲によってのみ定められる。
【００３４】
　本明細書で説明する様々な実施形態は、脊髄変調に関わる。読者を助けるために、脊髄
の生理学の簡単な説明をここで提供する。図１は、一例として、脊髄１００の一部分を示
し、脊髄１００は、脊髄の白質１０１及び灰白質１０２を含む。灰白質１０２は、細胞体
、シナプス、樹状突起、及び軸索末端を含む。従って、シナプスは灰白質に配置される。
白質１０１は、複数の灰白質領域を接続する有髄軸索を含む。脊髄の典型的な横断面は、
灰白質１０２の蝶形の中心領域を含み、中心領域は、白質１０１の楕円形の外側領域によ
って実質的に包囲される。後柱（ＤＣ；dorsal column）１０３の白質は、主に、軸線方
向に延びる求心性繊維を形成する大きい有髄軸索を含む。灰白質の蝶形の中心領域の後方
部分は、後角（ＤＨ；dorsal horn）１０４と呼ばれる。軸線方向に延びる後柱（ＤＣ）
繊維と異なり、後角（ＤＨ）繊維は、多方向に配向され、かかる多方向は、脊髄の長手方
向軸線に垂直な方向を含む。脊髄神経１０５の例はまた、後根（ＤＲ）１０５、後根神経
節１０７、及び前根１０８を含むように示されている。後根１０５は、主に、感覚信号を
脊髄内に搬送し、前根は、遠心性運動根として機能する。後根及び前根が接合されて、混
合脊髄神経１０５を形成する。
【００３５】
　脊髄刺激（ＳＣＳ）は、疼痛を緩和するのに使用されてきた。従来の脊髄刺激（ＳＣＳ
）プログラミングのための治療目標は、図１に示すように、脊髄の長手方向軸線に沿う白
質の中を延びる後柱（ＤＣ）繊維の刺激（すなわち、動員）を最大にし、脊髄の長手方向
軸線に対して垂直に延びる他の繊維（主として後根繊維）の刺激を最小にすることとされ
てきた。後柱（ＤＣ）の白質は、主に、求心性繊維を形成する大きい有髄軸索を含む。疼
痛緩和の完全な機構はよく理解されていないけれども、疼痛信号の知覚は、疼痛のゲート
コントロール理論を介して抑制されると考えられ、これは、電気刺激を介する無害の接触
又は圧力求心性神経の高められた活性化が、抑制性神経伝達物質（「ガンマアミノ酪酸（
ＧＡＢＡ）」、グリシン）を放出する脊髄の後角（ＤＨ）内にニューロン間活性を生成す
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ることを示唆し、次に、患者の疼痛領域を神経支配する後根（ＤＲ）神経繊維、並びに一
般ＷＤＲ異所性興奮の処置から進む疼痛信号の有害求心性入力に対して広ダイナミックレ
ンジ（ＷＤＲ）知覚ニューロンの過感度を低下させる。その結果、後柱（ＤＣ）神経繊維
の大きい知覚求心性神経は、疼痛緩和を提供する振幅の刺激のためのターゲットにされて
きた。現在の埋込み可能な神経変調システムは、典型的には、患者の脊髄の後柱に隣接し
、すなわち、硬膜の近く又は上にあり且つ患者の脊髄の長手方向軸線に沿って埋込まれた
電極を含む。
【００３６】
　大きい感覚後柱（ＤＣ）神経繊維の活性化はまた、典型的には、在来の脊髄刺激（ＳＣ
Ｓ）システムにしばしば伴う異常感覚を生成する。異常感覚等の代替又は人工感覚は、一
般的に、疼痛の感覚に対して耐えられが、患者は、場合によってそれらの感覚を不快であ
ると伝え、従って、それらは、潜在的に神経変調治療に対する逆効果の副作用と考えられ
る。幾つかの実施形態は、疼痛を処置するのに治療的に有効な知覚以下治療を送出するけ
れども、例えば、患者は、変調場（例えば、異常感覚）の送出を感知しない。知覚以下治
療は、脊髄の比較的高い周波数変調（例えば、約１５００Ｈｚ又はそれよりも高い数は数
）を含んでいてもよく、それにより、柱（ＤＣ）の求心性繊維内の疼痛信号の伝達を効果
的に遮断する。本明細書の幾つかの実施形態は、知覚以下治療を行うために、後柱（ＤＣ
）組織よりも後角（ＤＨ）組織又は後根（ＤＲ）組織を選択的に変調する。かかる選択的
変調は、比較的高い周波数で送出されない。例えば、選択的変調は、１，２００Ｈｚ未満
の周波数で送出されるのがよい。幾つかの実施形態では、選択的変調は、１，０００Ｈｚ
未満の周波数で送出されるのがよい。幾つかの実施形態では、選択的変調は、５００Ｈｚ
未満の周波数で送出されるのがよい。幾つかの実施形態では、選択的変調は、３５０Ｈｚ
未満の周波数で送出されるのがよい。幾つかの実施形態では、選択的変調は、１３０Ｈｚ
未満の周波数で送出されるのがよい。選択的変調は、低周波数（例えば、２Ｈｚ程度の低
い周波数）で送出されてもよい。選択的変調は、幾つかの神経組織を変調させるために、
パルスなし（例えば、０Ｈｚ）で送出されてもよい。一例としてかつ限定ではなく、選択
的変調は、以下の周波数範囲から選択された周波数範囲で送出されてもよく、かかる周波
数範囲は、２Ｈｚ～１，２００Ｈｚ、２Ｈｚ～１，０００Ｈｚ、２Ｈｚ～５００Ｈｚ、２
Ｈｚ～３５０Ｈｚ、２Ｈｚ～１３０Ｈｚである。システムは、任意のこれらの範囲の下端
を２Ｈｚから他の周波数まで上昇させるように展開されてもよく、他の周波数は、一例と
してかつ限定ではなく、１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、５０Ｈｚ、１００Ｈｚ等である。一例とし
てかつ限定ではなく、選択的変調は、デューティサイクルを用いて送出されるのがよいこ
とが更に注目されており、この場合、刺激（例えば、パルス列）は、デューティサイクル
の刺激オン部分の間、送出され、デューティサイクルの刺激オフ部分の間、送出されない
。一例としてかつ限定ではなく、デューティサイクルは、約１０％±５％、２０％±５％
、３０％±５％、４０％±５％、５０％±５％、又は６０％±５％であるのがよい。例え
ば、刺激オン部分の間の１０ｍｓにわたってパルスのバーストと、それに続くパルスなし
の１５ｍｓは、４０％のデューティサイクルに一致する。
【００３７】
　図２は、神経変調システムの実施形態を示す。図示のシステム２１０は、電極２１１、
変調デバイス２１２、及びプログラミングデバイス２１３を含む。電極２１１は、患者の
中の１又は２以上の神経ターゲット上又はその近くに配置されるように構成される。変調
デバイス２１２は、電極２１１に電気的に接続され、電気パルスの形態等の神経変調エネ
ルギを電極２１１を通して１又は２以上の神経ターゲットに送出するように構成される。
神経変調の送出は、複数の変調パラメータを使用することによって制御され、かかる変調
パラメータは、電気パルスを特定する変調パラメータ、及び電気パルスの各々を送出する
電極の選択等である。様々な実施形態では、複数の変調パラメータの少なくとも幾つかの
パラメータは、医師又は他の介護者等のユーザによってプログラミング可能である。プロ
グラミングデバイス２１３は、ユーザのプログラミング可能なパラメータへのアクセスし
やすさをユーザに提供する。様々な実施形態では、プログラミングデバイス２１３は、有
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線又は無線リンクを介して変調デバイスに通信可能に結合するように構成される。様々な
実施形態では、プログラミングデバイス２１３は、ユーザがプログラミング可能な変調パ
ラメータの値を設定及び／又は調節することを可能にするグラフィカルユーザインタフェ
ース（ＧＵＩ）２１４を含む。
【００３８】
　図３は、図２の神経変調システム２１０に実施されるのがよい変調デバイス３１２の実
施形態を示す。変調デバイス３１２の図示の実施形態は、変調出力回路３１５及び変調制
御回路３１６を含む。当業者は、神経変調システム２１０が、患者用モニタのための感知
回路、及び／又は治療のフィードバック制御、遠隔測定回路、及び電源等の追加の構成要
素を含んでいてもよいことを理解するであろう。変調出力回路３１５は、神経変調パルス
を生成して送出する。変調制御回路３１６は、複数の変調パラメータを使用して神経変調
パルスの送出を制御する。リードシステム３１７は、各々が変調デバイス３１２に電気的
に接続されるように構成された１又は２以上のリードと、１又は２以上のリードを使用し
て電極配列に分配された複数の電極３１１－１～３１１－Ｎとを含む。各リードは、接点
と呼ばれる２又はそれ以上の電極から構成される電極アレイを有するのがよい。複数のリ
ードは複数の電極アレイを提供し、電極配列を提供するのがよい。各電極は、変調出力回
路３１５と患者組織の間に電気的インタフェースを提供する単一導電接点であり、ここで
、Ｎ≧２である。神経変調パルスは、電極３１１－１～３１１－Ｎから選択された一連の
電極を介して変調出力回路３１５から各々送出される。リードの数及び各リード上の電極
の数は、例えば、神経変調のターゲットの分布及び各ターゲットにある電場の分布を制御
する必要性によって決定するのがよい。一実施形態では、一例としてかつ限定ではなく、
リードシステムは、各々が８つの電極を有する２つのリードを含む。
【００３９】
　神経変調システムは、脊髄ターゲット組織又は他の神経組織を変調させるように構成さ
れてもよい。電気パルスをターゲット組織に送出するのに使用する電極の構成は、電極形
態を構成し、電極は、アノード（正）、カソード（負）、又はオフのまま（ゼロ）として
作用するように選択的にプログラミングするのがよい。換言すると、電極形態は、正、負
、又はゼロである極性を表している。制御又は変更するのがよい他のパラメータは、電気
パルスの振幅、パルス幅、及び速度（又は周波数）を含む。電気パルスパラメータと共に
各電極形態は、「変調パラメータセット」と呼ばれる。電極のための分割電流分布（パー
セントカソード電流、パーセントアノード電流、又はオフとして）を含む各セットの変調
パラメータは、変調プログラム内に記憶して組み合わせることができ、これは、次に、患
者内の複数の領域を変調させるのに使用されてもよい。
【００４０】
　様々な複合電気パルスを発生させる機能と組み合わせて利用可能な電極の数は、臨床医
又は患者に変調パラメータセットの非常に大きい選択肢を呈する。例えば、プログラミン
グすべき神経変調システムが１６の電極を有する場合、何百万もの変調パラメータセット
が、神経変調システム内にプログラミングするのに利用可能である場合がある。更に、例
えば、脊髄刺激（ＳＣＳ）システムは、プログラミングのために利用可能な変調パラメー
タセットの数を指数関数的に増加させる３２の電極を有する場合がある。かかる選択を容
易にするために、臨床医は、一般的に、コンピュータ化プログラミングシステムを通して
変調パラメータセットをプログラミングし、患者フィードバック又は他の手段に基づいて
最適変調パラメータを決定し、その後に、望ましい変調パラメータセットをプログラミン
グすることを可能にする。
【００４１】
　脊髄刺激（ＳＣＳ）治療のための従来のプログラミングは、異常感覚を使用して適切な
変調パラメータセットを選択する。変調が誘起して患者が知覚するパラメータは、処置の
ターゲットである疼痛として患者の身体内のほぼ同じ位置に位置すべきである。リードが
患者内に埋込まれた時に、手術室（ＯＲ）マッピング手順を実施し、電気変調を印加して
リード及び／又は電極のパラメータを試験し、それによってリード及び／又は電極が患者



(11) JP 2017-529176 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

内の有効な位置に埋込まれることを保証するのがよい。
【００４２】
　リードを正確に位置決めしたら、ナビゲーションセッションと呼ばれる調整手順を実施
し、神経変調デバイス及び適用可能な場合は外部制御デバイスを疼痛部位に最もよく対処
する一連の変調パラメータを用いてプログラミングするのがよい。従って、ナビゲーショ
ンセッションを使用して、疼痛に相関する活性化容積（ＶＯＡ）又は面積を正確に示すこ
とができる。この手順は、組織をターゲットにするために、埋込み中に実施され、又は、
リードが次第に又は予想外に移動するか又は変調エネルギをターゲット部位から離れるよ
うに再配置したら埋込み後に実施されるのがよい。神経変調デバイスをプログラミングし
直すことによって（典型的には、独立に電極上の変調エネルギを変えることにより）、活
性化容積（ＶＯＡ）は、多くの場合、リード及びその電極アレイを再配置するために、患
者に再作動させる必要なく有効な疼痛部位に再度移動するのがよい。組織に対して活性化
容積（ＶＯＡ）を調節するとき、電流の割合を少しだけ変化させることによって、神経繊
維の空間動員の変化が滑らかで連続的であるように患者が知覚し、増分的ターゲット機能
を有することが望ましい。
【００４３】
　図４は、プログラミングデバイス４１３の実施形態を示し、かかるプログラミングデバ
イス４１３は、図２の神経変調システム内のプログラミングデバイス２１３として実装さ
れるのがよいものである。プログラミングデバイス４１３は、記憶デバイス４１８と、プ
ログラミング制御回路４１９と、ＧＵＩ４１４を含む。プログラミング制御回路４１９は
、神経変調パルスのパターンに従って神経変調パルスの送出を制御する複数の変調パラメ
ータを発生させる。様々な実施形態では、ＧＵＩ４１４は、対話型又は非対話型スクリー
ン等の任意の種類の提示デバイスと、ユーザが変調パラメータをプログラミングすること
を可能にする任意の種類の入力デバイスを含み、かかる入力デバイスは、例えば、タッチ
スクリーン、キーボード、キーパッド、タッチパッド、タッチボール、ジョイスティック
、及びマウスである。記憶デバイス４１８は、とりわけ、変調デバイス内にプログラミン
グされる変調パラメータを記憶するのがよい。プログラミングデバイス４１３は、複数の
変調パラメータを変調デバイスに送信するのがよい。幾つかの実施形態では、プログラミ
ングデバイス４１３は、電力を変調デバイスに送信するのがよい。プログラミング制御回
路４１９は、複数の変調パラメータを発生させるのがよい。様々な実施形態では、プログ
ラミング制御回路４１９は、安全規則に反する複数の変調パラメータの値を阻止し、これ
らの値を安全規則の制限内に限定するのがよい。
【００４４】
　様々な実施形態では、本明細書で説明する様々な実施形態を含む神経変調の回路は、ハ
ードウエア、ソフトウエア、及びファームウエアの組合せを使用して実施されるのがよい
。例えば、本明細書で説明する様々な実施形態を含むＧＵＩの回路、変調制御回路、及び
プログラミング制御回路は、１又は２以上の特定の機能を実施するように構成されたアプ
リケーション特定回路、又は、特定の機能を実施するようにプログラミングされた汎用回
路を使用して実施されるのがよい。かかる汎用回路は、限定する訳ではないが、マイクロ
プロセッサ又はその一部分と、マイクロコントローラ又はその一部分と、プログラミング
可能な論理回路又はその一部分を含む。
【００４５】
　図５は、埋込み可能な神経変調システムと、かかるシステムが使用される環境の部分を
一例として示す。脊髄の近くに埋込むためのシステムが示されている。しかしながら、神
経変調システムは、他の神経ターゲットを変調させるように構成されてもよい。システム
５２０は、埋込み可能なシステム５２１と、外部システム５２２と、埋込み可能なシステ
ム５２１と外部システム５２２との間の無線通信を提供する遠隔測定リンク５２３を含む
。埋込み可能なシステムは、患者の身体に埋込まれるように示されている。埋込み可能な
システム５２１は、埋込み可能な変調デバイス（埋込み可能なパルス発生器又はＩＰＧと
も呼ばれる）５１２と、リードシステム５１７と、電極５１１を含む。リードシステム５
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１７は、１又は２以上のリードを含み、各リードは、変調デバイス５１２に電気的に接続
され、複数の電極５１１は、１又は２以上のリードに分配される。様々な実施形態では、
外部システム５２２は、１又は２以上の外部（埋込可能でない）デバイスを含み、各外部
デバイスは、ユーザ（例えば、臨床医又は他の介護者及び／又は患者）が埋込み可能なシ
ステム５２１と通信することを可能にする。幾つかの実施形態では、外部システム５２２
は、臨床医又は他の介護者のためのプログラミングデバイスを含み、プログラミングデバ
イスは、患者による使用のために埋込み可能なシステム５２１及び遠隔制御デバイスのた
めの設定を初期化して調節する。例えば、遠隔制御デバイスは、患者が治療をオン及びオ
フにし、及び／又は、複数の変調パラメータのうちの患者がプログラミング可能な幾つか
のパラメータを調節することを可能にするのがよい。
【００４６】
　リードシステム５１７の神経変調リードは、刺激すべき脊髄領域に隣接して、すなわち
、硬膜の近く又はその上に配置されるのがよい。例えば、神経変調リードは、患者の脊髄
の長手方向軸線に沿って埋込まれる。神経変調リードが脊柱を出る箇所の近くに空間がな
いため、埋込み可能な変調デバイス５１２は、腹部内又は臀部の上の任意の外科的に作ら
れたポケットに埋込まれる。リード延長部が、神経変調リードの出口箇所から離れた埋込
み可能な変調デバイス５１２の埋込みを容易にするのに使用されるのがよい。
【００４７】
　図６は、脊髄変調（ＳＣＭ）システムと呼ばれる脊髄刺激（ＳＣＳ）システムの実施形
態を一例として示す。脊髄刺激（ＳＣＳ）システム６２４は、一般的に、複数の（２つと
して示した）埋込み可能な神経変調リード６２５と、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ
）６２６と、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）６２７と、臨床医用プログラマー（ＣＰ）６
２８と、外部試験変調器（ＥＴＭ）６２９を含むのがよい。埋込み可能なパルス発生器（
ＩＰＧ）６２６は、１又は２以上の経皮リード延長部６３０を介して神経変調リード６２
５に物理的に接続されるのがよく、神経変調リード６２５は、複数の電極６３１を支持す
る。図示のように、神経変調リード６２５は、電極が神経変調リードに沿って直線的に配
置された経皮リードであるのがよい。任意適当な数の神経変調リードが提供され、かかる
数は、電流の横方向ステアリングを可能にするために電極の数が２よりも多ければ（ケー
ス電極としてのＩＰＧケース機能を含む）、１つだけも含む。変形例として、外科パドル
リードが、経皮リードのうちの１又は２以上の代わりに使用されてもよい。埋込み可能な
パルス発生器（ＩＰＧ）６２６は、変調パラメータセットに従って、パルス電気波形（す
なわち、時間的に一連の電気パルス）の形態の電気変調エネルギを電極に送出するパルス
発生回路を含む。
【００４８】
　外部試験変調器（ＥＴＭ）６２９はまた、経皮リード延長部６３２及び外部ケーブル６
３３を介して神経変調リード６２５に物理的に接続されるのがよい。外部試験変調器（Ｅ
ＴＭ）６２９は、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６と同様のパルス発生回路を
有するのがよく、変調パラメータセットに従って、電気変調エネルギを電極に送出する。
外部試験変調器（ＥＴＭ）６２９は、埋込不能なデバイスであり、神経変調リード６２５
を埋込んだ後に且つ埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６の埋込み前に試験的に使
用され、提供される変調の応答性を試験する。埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２
６に関連して本明細書で説明する機能は、外部試験変調器（ＥＴＭ）６２９に関連して同
様に実施されるのがよい。
【００４９】
　外部遠隔コントローラ（ＲＣ）６２７は、双方向ＲＦ通信リンク６３４を介して外部試
験変調器（ＥＴＭ）６２９を遠隔測定的に制御するのに使用されるのがよい。外部遠隔コ
ントローラ（ＲＣ）６２７は、双方向ＲＦ通信リンク６３５を介して埋込み可能なパルス
発生器（ＩＰＧ）６２６を遠隔測定的に制御するのに使用されるのがよい。かかる制御に
より、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６をオン又はオフにし、異なる変調パラ
メータセットを用いて埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６をプログラミングする
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ことを可能にする。埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６はまた、プログラミング
された変調パラメータを修正して、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６によって
出力される電気変調エネルギの特性を能動的に制御するように作動されるのがよい。臨床
医は、臨床医用プログラマー（ＣＰ）６２８を使用して、手術室及び経過観察セッション
において、変調パラメータを埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６及び外部試験変
調器（ＥＴＭ）６２９内にプログラミングするのがよい。
【００５０】
　臨床医用プログラマー（ＣＰ）６２８は、ＩＲ通信リンク６３６又は他のリンクを用い
て、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）６２７を介して埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）
６２６又は外部試験変調器（ＥＴＭ）６２９と間接的に通信するのがよい。臨床医用プロ
グラマー（ＣＰ）６２８は、ＲＦ通信リンク又は他のリンク（図示せず）を用いて、埋込
み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６又は外部試験変調器（ＥＴＭ）６２９と直接的に
通信するのがよい。臨床医用プログラマー（ＣＰ）６２８によって提供される臨床医の詳
細な変調パラメータはまた、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）６２７をプログラミングする
のに使用され、それに引き続いて、変調パラメータは、独立モードで（すなわち、臨床医
用プログラマー（ＣＰ）６２８の支援なしに）、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）６２７の
作動によって修正されるのがよい。様々なデバイスが、臨床医用プログラマー（ＣＰ）６
２８として機能する。かかるデバイスは、ラップトップパーソナルコンピュータ、小型コ
ンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、タブレット、電話、又は拡張機能を有する外部遠
隔コントローラ（ＲＣ）等の携帯型デバイスを含む。従って、プログラミング手法は、臨
床医用プログラマー（ＣＰ）６２８内に格納されたソフトウエア命令を実行することによ
って行われる。変形例として、かかるプログラミング手法は、ファームウエア又はハード
ウエアを使用して実施されてもよい。いずれの場合でも、臨床医用プログラマー（ＣＰ）
６２８は、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６によって発生させた電気変調の特
性を能動的に制御し、望ましいパラメータを、患者フィードバック又は他のフィードバッ
クに基づいて決定し、それに引き続いて、望ましい変調パラメータを用いて、埋込み可能
なパルス発生器（ＩＰＧ）６２６をプログラミングすることを可能にする。ユーザがそれ
らの機能を実施することを可能にするために、臨床医用プログラマー（ＣＰ）６２８は、
ユーザ入力デバイス（例えば、マウス及びキーボード）、及びケースに収容されたプログ
ラミング表示スクリーンを含むのがよい。マウスに加えて又はその代わりに、トラックボ
ール、タッチパッド、ジョイスティック、タッチスクリーン又はキーボードに関連付けら
れたキーの一部として含まれる方向キー等の他の方向プログラミングデバイスが使用され
てもよい。外部デバイス（例えば、臨床医用プログラマー（ＣＰ））は、表示スクリーン
を提供するようにプログラミングされるのがよく、表示スクリーンにより、臨床医が、他
の機能の中でも、患者プロフィール情報（例えば、名前、誕生日、患者特定、医師、診断
、及び住所）を選択又は入力し、手順情報（例えば、プログラミング／経過観察、インプ
ラント試験システム、インプラント埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）、インプラント
埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）及びリード、交換用埋込み可能なパルス発生器（Ｉ
ＰＧ）、交換用埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）及びリード、交換用又は変更用リー
ド、外植、その他）を入力し、患者の疼痛マップを生成し、リードの形態及び向きを定め
、神経変調リードによって出力された電気変調エネルギを制御し、かつ手術設定及び臨床
設定の両方において変調パラメータを用いて埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）をプロ
グラミングすることを可能にするのがよい。
【００５１】
　外部充電器６３７は、誘導リンク６３８等の無線リンクを介して埋込み可能なパルス発
生器（ＩＰＧ）を経皮的に充電するのに使用する携帯型デバイスであるのがよい。埋込み
可能なパルス発生器（ＩＰＧ）をプログラミングして、その電源を外部充電器によって充
電し又はそうでなければ補充したら、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）は、外部遠隔
コントローラ（ＲＣ）又は臨床医用プログラマー（ＣＰ）が存在せずにプログラミングさ
れたように機能するのがよい。
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【００５２】
　図７は、神経変調リード７２５及びパルス発生器７２６の幾つかの特徴を一例として示
す。パルス発生器７２６は、埋込み可能なデバイス（埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ
））であってもよいし、外部デバイスであってもよく、外部デバイスは、埋込み手順中に
電極を試験するのに使用されるのがよい。図示の例では、神経変調リードのうちの一方は
、（符号Ｅ１－Ｅ８が付された）８つの電極を有し、他方の神経変調リードは、（符号Ｅ
９－Ｅ１６が付された）８つの電極を有する。リード及び電極の実際の数及び形状は、意
図する適用例のために変化してもよい。埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）は、電子構
成要素又は他の構成要素を収容するための外側ケースを含んでいるのがよい。外側ケース
は、気密室を形成するチタン等の導電性の生体適合性材料から構成され、内部電子機器は
、気密室内で身体組織及び体液から保護される。幾つかの場合、外側ケースは、電極（例
えば、ケース電極）としての機能を有するのがよい。埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ
）は、電子構成要素を含み、かかる電子構成要素は、例えば、コントローラ／プロセッサ
（例えば、マイクロコントローラ）、メモリ、バッテリ、遠隔測定回路、モニタ回路、変
調出力回路、及び当業者に既知のその他適切な構成要素である。マイクロコントローラは
、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）によって実施される神経変調を命令及び制御する
ために、メモリに記憶された好ましいプログラムを実行する。電気変調エネルギが、パル
ス発生器内にプログラミングされた変調パラメータセットに従って、電極に供給される。
電気変調エネルギは、パルス電気波形の形態をなすのがよい。かかる変調パラメータは、
アノード（正）、カソード（負）、又はオフのまま（ゼロ）として活性化される電極を定
める電極組合せ、各電極に割り当てられる変調エネルギのパーセント（分割電極形態）、
及び電気パルスパラメータを含むのがよく、電気パルスパラメータは、パルス振幅（パル
ス発生器が一定の電流又は一定の電圧を電極アレイに供給するか否かに応じてミリアンペ
ア又はボルトで測定される）、パルス幅（マイクロ秒で測定される）、パルス速度（１秒
当たりのパルスで測定される）、及びバースト率（変調オン持続時間Ｘと変調オフ持続期
間Ｙとして測定される）を定める。電気エネルギを伝達又は受入れるように選択された電
極は、本明細書では「活性化された」と称し、電気エネルギを伝達又は受入れるように選
択されない電極は、本明細書では「活性化されない」と称する。
【００５３】
　電気変調は、複数の活性化された電極の間で起こり、活性化された電極の１つは、埋込
み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）のケースであるのがよい。システムは、単極式に又は多
極（例えば、双極又は３極）式に、変調エネルギを組織に送信することが可能であるのが
よい。単極変調は、リード電極のうちの選択された１つが埋込み可能なパルス発生器（Ｉ
ＰＧ）のケースと共に活性化され、選択された電極とケースとの間に変調エネルギが伝達
されるときに起こる。電極Ｅ１－Ｅ１６のうちの任意のものとケース電極は、ｋ個までの
可能なグループ、すなわち、タイミングチャネルに割り当てられるのがよい。１つの実施
形態では、ｋは４に等しいのがよい。タイミングチャネルは、刺激すべき組織に電場を発
生させる電流を同期的にソースにし又はシンクにするためにどの電極を選択するかを特定
する。チャネルに対する電極の振幅及び極性は、変化してもよい。特に、電極は、ｋ個の
タイミングチャネルのいずれにおいても、正の極性（アノード、ソース電流）であるよう
に選択されてもよいし、負の極性（カソード、シンク電流）であるように選択されてもよ
いし、オフの極性（電流なし）であるように選択されてもよい。埋込み可能なパルス発生
器（ＩＰＧ）は、治療的に有効であり且つ患者にエネルギの送出を知覚させる（例えば、
異常感覚を知覚させると共に疼痛を緩和させるのに治療的に有効である）電気変調エネル
ギを送出するモードで作動させられてもよいし、治療的に有効であり且つ患者にエネルギ
の送出を知覚させない（例えば、知覚される異常感覚なしに疼痛を緩和させるのに治療的
に有効である）電気変調エネルギを送出する知覚以下モードで作動させられてもよい。
【００５４】
　埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）は、電極の各々の中を流れる電流の大きさを個々
に制御するように構成されてもよい。例えば、電流発生器が、各電極のための独立した電
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流源から個々の電流調節振幅を選択的に発生させるように構成される。幾つかの実施形態
では、パルス発生器は、電圧調節出力を有していてもよい。個々にプログラミング可能な
電極振幅が、精密な制御を達成するのに望ましい一方、プログラミングにおける制御は精
密ではないけれども、電極の前後で切換えられる単一の出力源が使用されてもよい。神経
変調器は、混合された電流及び電圧の調節デバイスを有するように設計されるのがよい。
【００５５】
　図８～１１は、各電極に送出される分割電流によって発生させた長手方向の電場がほぼ
等しくなるように電流を分割したときの、長手方向及び横断方向の電場強度の差を一例と
して示す。患者の脊髄内の（特に後柱（ＤＣ）繊維における）電圧は、長手方向にほぼ等
しく、電圧勾配は後柱（ＤＣ）に沿ってほぼゼロになる。このために、各電極に送出され
る異なる量の分割電流を必要とする。較正技術が、適切な電流分割を決定するのに使用さ
れる。電気変調リード上の複数の電極に電流が分割された場合、得られる電場は、各電極
に送出される電流によって発生させた電場を重ね合わせることによって計算される。更に
、各電場は、長手方向成分及び横断方向成分を有する。
【００５６】
　図８は、患者の脊髄８４０の長手方向正中線のほぼ上に埋込まれた単一の電気変調リー
ド８３９の概略図である。追加のリード又はリードパドルが使用されてもよいことが理解
され、例えば、より広い電極配列を提供するのに使用され、及び／又は、後角要素により
近い電極を提供するのに使用され、これらの電極アレイは、分割された電流を供給する。
図９は、電気変調リード９４１が脊髄の側方に埋込まれ、それにより、電気変調リード９
４１を脊髄の後角の近くに配置し、他の電気変調リード９４２が脊髄に対して比較的中央
に埋込まれ、それにより、電気変調リード９４２を脊髄９４０の後柱の近くに配置した実
施形態を示す。後柱（ＤＣ）よりも後角（ＤＨ）に近接するリードの配置は、知覚以下治
療のために、後柱（ＤＣ）神経要素よりも後角（ＤＨ）要素を優先的に刺激するのに望ま
しい場合がある。任意その他の複数のリード又は多コラム式パドルリードが使用されても
よい。電場の長手方向成分は、図８に示すｙ軸に沿うように向けられ、電場の横断方向成
分は、図８に示すｘ軸に沿うように向けられる。
【００５７】
　図１０は、電気変調リード１０４３の概略図であり、電気変調リード上の電極に送出さ
れるアノード電流の分割の例を示す。これらの図は、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ
）のケース電極がカソード電流のみであり且つ１００％のカソード電流を運ぶ単極変調を
使用する分割を示す。図１０に示すアノード電流の分割は、等しい量の電流を各電極１０
４４に送出せず、その理由は、この実施形態が、各電極の下に位置する組織が電気変調に
対してどのように応答するかの差である電極／組織結合差を考慮に入れているからである
。また、電気変調リードの両端部は、比較的小さい長手方向の勾配を有する電極を含む。
電場の大きさは、電気変調リードの両端部で小さくなる。電極への電流の分割は、電気変
調リードの中間部分の各電極の下に位置する組織が電気変調に対してほぼ等しく応答する
ように制御され、又は、各電極の下に位置する組織が活性化されないように制御される。
しかしながら、得られた分割は等しくない。図１０に示す実施形態では、中間電極への電
流の分割は、中間電極の下に位置する組織の変動を反映して１０％～１８％まで変化する
。電気変調リードを横切る分割は、分割電流の合計が１００％に等しい限り、任意の仕方
で変化してもよい。本明細書で説明する様々な実施形態は、プログラミングされたアルゴ
リズムを実施して、適切な分割を決定し、望ましい変調場特性（例えば、一定の電場、一
定の電場の大きさ、又は一定の定電圧）を達成する。
【００５８】
　図１１は、電気変調リードの軸線に沿う長手方向の勾配の一例としての概略図である。
長手方向の電場強度１１４５は、電気変調リード１１４３上の電極１１４４の概略図の上
方にプロットされている。図１１は、電場強度が、電気変調リードの中間部分にわたって
実質的に一定であることを示すが、リードの電極と電極の間の間隙により非常に小さい振
幅を有する波を形成してもよい。この実質的に一定の電場は、小さい長手方向勾配を形成
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し、それにより、後柱の大きい有髄軸索の活性化を最小にする。図１１はまた、電気変調
リードの両端部において小さくなる長手方向の電場を示す。
【００５９】
　図１２は、横断方向の勾配の一例としての概略図である。横断方向の電場強度１２４５
が、電気変調リード１２４３及び患者の脊髄１２４０の概略図の上方にプロットされてい
る。図１２は、横断方向の電場強度が、電気変調リードに隣接しているところで最も大き
く、電気変調リードの側方において低下することを示す。電極アレイを広げるための追加
の変調リードが、横断方向に沿うある距離にわたって実質的に一定の電場領域を形成する
ために望ましい分割を行うのに使用されてもよい。実質的に一定の電場は、後柱ニューロ
ン要素よりも後角及び／又は後根ニューロン要素の変調に好ましい。
【００６０】
　図１３Ａ～図１３Ｃ及び図１４Ａ～図１４Ｃは、神経変調リードを一例として示し、神
経変調リードにおいて、電極は、神経変調リードの周りに周方向に及び軸線方向に配置さ
れたセグメント電極の形態をなす。非限定的な例として、各神経変調リードは、４つのリ
電極ングとして配置された１６の電極（電極Ｅ１～Ｅ４から構成される第１のリング、電
極Ｅ５～Ｅ８から構成される第２のリング、電極Ｅ９～Ｅ１２から構成される第３のリン
グ、及び電極Ｅ１３～Ｅ１６から構成される第４のリング）、又は、４つの軸線方向電極
コラムとして配置された１６の電極（電極Ｅ１、Ｅ５、Ｅ９、Ｅ１３から構成される第１
のコラム、電極Ｅ２、Ｅ６、Ｅ１０、Ｅ１４から構成される第２のコラム、電極Ｅ３、Ｅ
７、Ｅ１１、Ｅ１５から構成される第３のコラム、及び電極Ｅ４、Ｅ８、Ｅ１２、Ｅ１６
から構成される第４のコラム）を支持するのがよい。リード及び電極の実際の数及び形状
は、意図する適用例に従って変化する。
【００６１】
　脊髄変調（ＳＣＭ）システムは、図１３Ａ～図１３Ｃ及び図１４Ａ～図１４Ｃに全体的
に示すように、異なる配向を有する電場を使用して患者の脊髄に電気エネルギを送出する
のに使用されてもよい。電場の配向は、後角（ＤＨ）要素の異なる方向／向きを目標にす
るように選択されるのがよい。中央から側方への方向の異なる電場を発生させるために、
電極は、半径方向に異なる電流分割を有するのがよい。電場は、先に説明したように、後
柱（ＤＣ）よりも後角（ＤＨ）及び／又は後根（ＤＲ）要素を優先的に刺激することが望
ましいが、電場は、異なる吻側尾側方向（すなわち、脊髄の中を通る長手方向平面上に投
影されるときの電場の方向）に依然として向けられており、好ましくは、異常感覚の知覚
をもたらす配向ではない。異なる吻側尾側方向に電場を発生させるために、電極は、長手
方向に異なる電流分割を有するのがよい。
【００６２】
　脊髄変調（ＳＣＭ）システムは、後角（ＤＨ）要素において変調の時間加重を達成する
ために、異なる電場を送出するように構成されるのがよい。電場は、基本的に、パルス毎
に発生させられるのがよい。例えば、第１の電場は、（第１の電流分割を使用して）パル
ス波形の第１の電気パルス中に電極によって発生させられ、第２の異なる電場は、（第２
の異なる電流分割を使用して）パルス波形の第２の電気パルス中に電極によって発生させ
られ、第３の異なる電場は、（第３の異なる電流分割を使用して）パルス波形の第３の電
気パルス中に電極によって発生させられ、第４の異なる電場は、（第４の異なる電流分割
を使用して）パルス波形の第４の電気パルス中に電極によって発生させられる。これらの
電場は、タイミング方式で何回も回転又は循環させられるのがよく、各電場は、タイミン
グチャネルを使用して発生させられる。電場は、連続パルス速度で発生させられてもよい
し、オン及びオフでバーストされてもよい。更に、電場サイクル中のパルスとパルスの間
隔（すなわち、隣接するパルス間の時間）、パルス振幅、及びパルス持続時間は、均一で
あってもよいし、電場サイクル内で変化してもよい。
【００６３】
　実施形態は、各電極に送出される分割電流を修正することにより、長手方向の電場勾配
を最小にして、後柱（ＤＣ）要素の活性化を最小にする。後柱（ＤＣ）要素の活性化を最
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小にすることは、モデルベースの計算を含むのがよく、ここで、モデルは、較正からの情
報を含む。離散活性化関数を、ＡＦ（ｎ）＝Ｇａ／（π×ｄ×ｌ）×［Ｖｅ（ｎ－１）－
２Ｖｅ（ｎ）＋Ｖｅ（ｎ＋１）］によって計算するのがよく、ここで、Ｇａは、軸索モー
ド間導電率であり、ｄは、軸索直径であり、ｌは、ランビエ絞輪の長さであり、Ｖｅ（ｎ
）は、活性化関数を決定すべきランビエ絞輪における電場強度であり、Ｖｅ（ｎ－１）は
、活性化関数を決定すべきランビエ絞輪の前のランビエ絞輪における電場強度であり、Ｖ
ｅ（ｎ＋１）は、活性化関数を決定すべきランビエ絞輪の次のランビエ絞輪における電場
強度である。この式を使用して、離散活性化関数を、ランビエ絞輪の表面積に対して正規
化されたコンダクタンスから計算する。
【００６４】
　変調閾値は、患者ごとに変化し、患者内の電極ごとに変化する。これらの異なる変調閾
値を考慮し、電極間の電流のより正確な分割を提供するために、複数の電極の電極／組織
結合較正を実施するのがよい。例えば、知覚閾値を使用して、電極を正規化するのがよい
。外部遠隔コントローラ（ＲＣ）又は臨床医用プログラマー（ＣＰ）は、患者が異常感覚
を知覚したら、制御要素を作動させるように患者を促すように構成されるのがよい。この
ユーザ入力に応答して、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）又は臨床医用プログラマー（ＣＰ
）は、制御要素を作動させたときに送出される電気パルス列の変調信号強度を記憶するこ
とによって、かかるユーザ入力に応答するように構成されるのがよい。他の感知パラメー
タ又は患者知覚変調値（例えば、一定の異常感覚、又は最大許容異常感覚）が、電極／組
織結合較正を提供するのに使用されてもよい。これらの感知パラメータ又は患者知覚変調
値を使用して、電気変調リード上の各電極において決定された値（例えば、知覚閾値）に
よって分割された離散活性化関数の二乗の和を最小にすることによって、電流分割を推定
するのがよい。離散活性化関数又は電場からの任意の駆動力を二乗することにより、脱分
極場及び過分極場の差を除去する。最小和になる電流分割は、長手方向の電場勾配を最小
にする。
【００６５】
　本明細書の残りの部分では、知覚以下変調場等の変調場の有効性を高めることに関する
様々な実施形態、知覚以下変調場等の変調場を送出する際に使用される電極選択及び絞り
込みに関する様々な実施形態、及び知覚以下変調の較正に関する様々な実施形態を説明す
る。これらの実施形態は、別々に実施されてもよいし、様々な組合せで実施されてもよい
。かかる組合せは、後柱（ＤＣ）組織よりも後角（ＤＨ）組織又は後根（ＤＲ）組織の知
覚以下変調を送出するのに有用である。しかしながら、幾つかの実施形態は、他の変調治
療を送出するのに使用されてもよい。
【００６６】
〔強化された変調場〕
　脊髄の領域内の神経組織は、異なる特性を有する。例えば、後柱（ＤＣ）線維（主に有
髄軸索）は軸線方向に延び、後角（ＤＨ）線維（例えば、ニューロン細胞終端、ニューロ
ン細胞体、樹状突起、及び軸索）は多方向に配向されている。典型的に配置される硬膜外
脊髄刺激（ＳＣＳ）リードから後角（ＤＨ）線維までの距離は、かかる硬膜外脊髄刺激（
ＳＣＳ）リードから後柱（ＤＣ）線維までの距離と異なる。更に、後角（ＤＨ）線維と後
柱線維は、電気変調に対して異なる応答（例えば、活性化関数）を有する。後柱（ＤＣ）
線維及び後柱（ＤＣ）ニューロンの変調（すなわち、脱分極又は過分極）の強度は、脊柱
の長手方向後柱軸線に沿う電圧の２次空間微分（∂2Ｖ／∂ｘ2）に比例するいわゆる「活
性化関数」によって表される。この理由は、部分的には、後柱（ＤＣ）内の大きい有髄軸
索が主に脊柱の長手方向に沿って整列しているからである。一方、後角（ＤＨ）線維及び
後角ニューロン内に活動電位を発生させる可能性は、脊柱に沿う電圧の１次空間微分（∂
Ｖ／∂ｘ）に比例する活性化関数によって表され、これは、電場として既知である。かく
して、後角（ＤＨ）活性化関数は、線維軸線に沿う電圧の１次微分に比例し、後柱（ＤＣ
）活性化関数は、線維軸線に沿う電圧の２次微分に比例する。従って、電場中心からの距
離は、後柱活性化関数（∂2Ｖ／∂ｘ2）に及ぼす影響より小さい影響しか後角（ＤＨ）活
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性化関数（∂Ｖ／∂ｘ）に及ぼさない。後柱（ＤＣ）に沿う神経変調リードによって発生
させた電場の長手方向勾配を最小にすることによって、後角（ＤＨ）内のニューロン要素
（例えば、ニューロン、樹状突起、軸索、細胞体、及びニューロン細胞終端）は、後柱（
ＤＣ）ニューロン細胞要素よりも優先的に刺激され、それにより、感覚異常の感覚を生成
することのなしに、疼痛緩和の形態で治療を行うことができる。この技術は、後角（ＤＨ
）線維と後柱（ＤＣ）線維が電気変調に対して異なる応答（活性化関数）を有するという
自然現象に少なくとも部分的に依存する。
【００６７】
　変調場を強化するための様々な実施形態は、後柱（ＤＣ）組織よりも後角（ＤＨ）組織
及び／又は後根（ＤＲ）組織を選択的に変調させる。在来の脊髄刺激（ＳＣＳ）は、後柱
（ＤＣ）線維軸索を活性化し、活動電位の順方向伝播は、感覚異常の知覚を脳内に誘導し
、線維側枝及び終端への活動電位の逆方向伝播は、後角（ＤＨ）内で終わり、疼痛制御機
構を後角（ＤＨ）内に引起す。様々な実施形態は、刺激場の形状を定め、かかる刺激場は
、好ましくは、後角（ＤＨ）及び／又は後根（ＤＲ）内で終わる線維終端を刺激して、し
感覚異常を誘導することなしに疼痛緩和を提供する。例えば、電圧の１次勾配の均一性（
すなわち、電場の均一性）は、後角（ＤＨ）線維終端及び／又は後根（ＤＲ）線維を刺激
するとき、より効率的である。比較的大きい場にわたる均一性は、最適な刺激部位を探す
必要をなくし、疼痛の比較的広い範囲を形成する。例えば、均一性は、電極配列内の２又
は３以上の電極の間に及ぶ。他の例では、均一性は、最適な刺激部位を探す必要をなくし
、疼痛のより広い範囲を形成するために電極配列内で３つ、４つ、５つ、６つ、又は７つ
以上の電極の間に及ぶ。かくして、均一性は、リードのかなりの部分にわたって延びる。
幾つかの実施形態は、ターゲット神経組織（例えば、後角（ＤＨ）組織又は後根（ＤＲ）
組織）の変調を強化するために、広く且つ均一な変調場を提供する場形状を形成するよう
に変調パラメータセットを決定するように構成される。幾つかの実施形態は、非ターゲッ
ト組織（例えば、後柱（ＤＣ）組織）の変調を低減させ又は最小にする場形状を形成する
ように変調パラメータセットを決定するように構成される。本明細書で開示する様々な実
施形態は、幾つかの神経構造の変調を強化し且つその他の神経構造における変調を低減さ
せるために、変調場の形状を定めることに向けられる。変調場の形状は、多数の電極の間
の電流分割の推定を案内し且つ望ましい強度を提供する合計振幅を推定するために、多数
の独立した電流制御（ＭＩＣＣ）又は多数の独立した電圧制御を使用することによって定
められるのがよい。例えば、変調場の形状は、後角（ＤＨ）神経組織の変調を強化し且つ
後柱（ＤＣ）組織の変調を最小にするように定められる。多数の独立した電流制御（ＭＩ
ＣＣ）の利点は、多数の独立した電流制御（ＭＩＣＣ）が個々の接点における電極－組織
結合効率及び知覚閾値の変化を考慮して、「ホットスポット」刺激をなくすことである。
【００６８】
　変調場は、後角（ＤＨ）組織において選択された方向に一定の電場（Ｅ）を提供するよ
うに形状決めされるのがよい。後角（ＤＨ）における任意の方向の電場（Ｅ）は、かかる
方向におけるスカラ電位場（Ｖ）の負の勾配（負の変化率）である。場の重ね合わせの線
形性のため、（ｘ０，ｙ０，ｚ０）に配置された単一電極からの単位電流によって誘導さ
れる選択された方向の電場ＥＤＨ（ｘ，ｙ，ｚ）を推定する伝達関数を形成することがで
き、合計の電場（Ｅ）は、電流分割によって重み付けされた各活性電極からの電流によっ
て誘導される電場（Ｅ）の線形的な組合せである。1つの例では、変調場は、後柱（ＤＣ
）組織に沿う一定のスカラ電位場（Ｖ）である。
【００６９】
　場の重ね合わせの線形性により、（ｘ０，ｙ０，ｚ０）に配置された単一電極からの単
位電流によって誘導される選択された方向の電位ＶＤＣ（ｘ，ｙ，ｚ）を推定するための
伝達関数を形成することができ、合計の電位場（Ｖ）は、電流分割によって重み付けされ
た各活性電極からの電流によって誘導される電位場（Ｖ）の線形的な組合せである。
【００７０】
　様々な実施形態は、振幅を予想する。例えば、後柱（ＤＣ）におけるターゲット電位場
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（Ｖ）の大きさ又は後角（ＤＨ）におけるターゲット電場（Ｅ）の大きさは、ある変調形
態（単極、二極、又は三極等）の下での電流の知覚閾値（Ｉｔｈ）の百分率として決定さ
れる。例えば、後角（ＤＨ）の選択された箇所における電位場（Ｖ）の大きさのセットは
、選択された電極からの単極のＩｔｈの下で（又はＩｔｈの望ましい百分率の下で）数学
モデルを用いて、Ｖｔａｒｇｅｔとして推定される。電流が、１よりも多い電極の間で分
割されるとき、合計の振幅は、電流分割の組合せからＶｔａｒｇｅｔを最大に近似する振
幅として推定される。経験的方法により、望ましい分割の下でＩｔｈを推定し、振幅を下
方に調節するのがよい。
【００７１】
　図１５は、目的関数を達成するための分割を決定するための実施形態を一例として示す
。目的関数は、ターゲット組織を変調させるための望ましい特性を有する関数を参照する
。目的関数は、目的ターゲット関数として参照されてもよい。広く且つ均一な変調場のた
めの目的関数１５４６を、組織の所定の容積ごとに特定する。目的関数の例は、一定のＥ
（電場）、一定の｜Ｅ｜（電場の大きさ）、一定の電圧を含む。リード及び電極の形態１
５４７も、電極組織結合のための較正１５４８と共に特定する。目的関数、リード及び電
極の形態、及び較正に依存する関数１５４９を実行する。この関数の結果は、目的関数を
達成するための各電極のための変調エネルギ（例えば、電流）の分割である。
【００７２】
　図１６は、目的関数を達成する分割を決定するための実施形態をより詳細に一例として
示す。プロセスへの入力として目的ターゲット関数１６４６（例えば、一定のＥ（電場）
）を与える。プロセスへの他の入力は、形態オプション１６５１、リード形態１６５２、
電極接点状態１６５３、及び、電流閾値又はより具体的には単極電流閾値等の閾値１６５
４を含む。リード形態１６５２及び接点状態１６５３は、電極の配列を特定し、電場を決
定する各電極の位置を特定する。全体の場は、各電極からの場を重ね合わせた場である。
形態オプション１６５１は、単極オプション（全ての活性電極に対して同じ極性）及び多
極オプション（場において組合されたアノード及びカソード）を参照する。閾値は、電極
／組織結合の差を補償するのに使用される。
【００７３】
　リード形態及び接点状態から、１６５５において、刺激のための接点を自動的に決定し
てもよいし、手動で決定してもよい。１６５６において、選択された場モデルを使用して
、接点からの単位電流によって誘導される場を推定する。１６５７において、閾値を用い
て、場を較正する。例えば、単位電流による場は、重み付けされる。１６５８において、
選択された接点に基づいて、構成単位力を形成し、１６５９において、伝達行列を構成し
、それを用いて、更に１６６１において、構成ソースからの寄与及び特定されたターゲッ
ト場１６６０を用いて最小二乗平均解を計算する。この解を使用して、各接点の電流分割
を計算するのがよい。
【００７４】
　図１７は、臨床医用プログラマー（ＣＰ）又は他の外部デバイスのＧＵＩ内に提供され
るプログラミングインタフェースを一例として示す。このインタフェースは、とりわけ、
電極配列１７６３を特定するのに使用されるのがよい。更に、スクリーンの左下部分に一
般的に示すように、インタフェースは、組織の容積に特有のターゲット関数１７６４（例
えば、後角（ＤＨ）における一定のＥ（電場）、後角（ＤＨ）における一定の｜Ｅ｜（電
場の大きさ）、又は後柱（ＤＣ）における一定の活性化関数ＡＦ又は一定の電圧）及び電
極形態１７６５（例えば、単極又は多極）を特定するのに使用されるのがよい。目的ター
ゲット関数を提供する電極のための分割電流が、１７６６のところで示すように特定され
るのがよい。更に、インタフェースは、ターゲット及び最終ターゲット関数の視覚表現１
７６７を、場の相対位置の表現と一緒に提供するのがよい。例えば、視覚表現は、２次元
場１７６８の表現、後柱（ＤＣ）及び後角（ＤＨ）に沿う吻側尾側方向の電圧の表現１７
６９、後柱（ＤＣ）に沿う活性化関数（ＡＦ）、及び、後角（ＤＨ）に沿うターゲット及
び最終の電場Ｅ（ｄＶ／ｄｘ）１７７１を含むのがよい。例えば、後柱（ＤＣ）に沿う活
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性化関数（ＡＦは、電極配列のかなりの部分に沿って非常に低く、かくして、後柱（ＤＣ
）内の求心性神経線維が変調場によって変調されていないことを示す。しかしながら、横
断方向（Ｘ方向）の電場Ｅは、電極配列のかなりの部分にわたって後角（ＤＨ）に沿って
均一であり、かくして、後角（ＤＨ）及び／又は後根（ＤＲ）のニューロン組織を電極配
列のかなりの部分に沿って変調させるとき、場が実質的に均一であることを示す。図１８
は、例示として、リードのための等電位電圧線（例えば、１７６９においてプロットした
もの）をリード及び後角の表現と一緒に示し、図１９～図２０は、例示として、実質的に
均一な電場（例えば、１７７１においてプロットしたもの）をリード及び後角の表現と一
緒に示す。
【００７５】
　様々な実施形態は、活性化関数を用いて組織容積を変調させる方法を提供し、かかる方
法は、組織容積を変調させる変調場を選択することを含み、このことは、組織容積に特有
である変調場のための目的関数と、組織容積の活性化関数を選択することを含む。変調場
のための目的関数は、組織容積内の変調応答の均一性を促進させる。組織容積を、選択さ
れた目的関数と一緒に、選択された変調場を用いて変調させるのがよい。目的関数は、後
角（ＤＨ）組織及び／又は後根（ＤＲ）組織を変調させる目的関数であるのがよい。かか
る目的関数の例は、一定のＥ（電場）の目的関数又は一定の｜Ｅ｜（電場の大きさ）の目
的関数を含む。目的関数は、一定の活性化関数であってもよい。目的関数は、後柱（ＤＣ
）組織を変調させるための目的関数であってもよい。かかる目的関数の例は、後柱組織内
の活動電位を低下させるための、一定の電圧等の一定の活性化関数を含む。選択された目
的関数は、後角（ＤＨ）目的関数と後柱（ＤＣ）目的関数の両方を含むのがよい。幾つか
の実施形態に従えば、組織容積は、電気変調パラメータのｎ次空間微分に比例する電気変
調パラメータのための活性化関数を有する。変調場のための目的関数を、組織容積内にお
ける変調応答の均一性を促進させるために、電気変調パラメータのｎ次空間微分のための
一定の目的関数を提供するように選択するのがよい。各活性接点のための分割値を、選択
された変調場を選択された目的関数と一緒に提供するように決定するのがよい。選択され
た変調場を選択された目的関数と一緒に用いて組織容積を変調させることは、選択された
変調場を選択された目的関数と一緒に送出するのに使用される各電極のための分割値を使
用することを含む。
【００７６】
　様々な実施形態は、活性化関数を用いて組織容積を変調させる方法を提供する。かかる
方法は、組織容積を変調させる変調場を選択することを含み、変調場を選択することは、
組織容積に特有の変調場のための目的関数と、組織容積の活性化関数を選択することを含
む。変調場のための選択された目的関数は、組織容積内の変調応答の均一性を促進させる
。選択された変調場を選択された目的関数と一緒に提供する分割値を、各活性接点のため
に決定する。選択された変調場を選択された目的関数と一緒に使用して、組織容積を変調
させるのがよい。各活性接点のための分割値を決定するのに、電場モデルを用いて各活性
接点のための単位場を推定し、重み付けされた単位場を決定し、活性接点のための構成ソ
ースを形成し、構成ソースのためのる重み付けされた単位場を用いて、伝達行列を構成し
、各構成ソースからの寄与を解いて、選択された変調場を提供し、構成ソースのための解
から各活性接点のための分割値を計算することによるのがよく、推定される単位場は、そ
れぞれの活性接点が単位エネルギによって活性化されるときに誘導される場であり、重み
づけされた単位場を決定することは、各活性電極のための知覚閾値を決定することと、そ
れぞれの知覚閾値を用いて各活性電極のための推定された単位場を較正することを含み、
構成ソースの各々は、ソースを構成する電気接点と、シンクを構成する別の電気接点を含
む。活性電極は、少なくとも１つのリード上の複数の電極から選択されるのがよい。
【００７７】
　これらの方法の任意のものを実施するシステムが使用されてもよい。かかるシステムの
例は、神経組織容積を変調させるときに使用されるように作動的に位置決めされるように
構成された少なくとも１つのリード上の電極と、組織容積内に変調場を発生させる少なく
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とも幾つかの電極を用いるように構成された神経変調発生器を含む。神経組織は、活性化
関数を有する。活性化関数は、変調場に対する神経組織の応答を表す。神経変調発生器は
、神経組織容積内に且つ少なくとも１つのリードに沿って変調場を発生させるようにプロ
グラミングされた変調パラメータセットを用いて、エネルギを送出するように構成される
。プログラミングされた変調パラメータセットは、神経組織容積の活性化関数に特有の目
的関数を達成するためにエネルギ送出を制御するように選択される値を有し、それにより
、神経組織容積内の変調場に対する応答の少なくとも１つのリードのスパンに沿う均一性
を促進させる。システムは、埋込み可能なデバイスと、外部システムを含むのがよく、埋
込み可能なデバイスは、神経変調発生器を含む。外部デバイスは、神経変調発生器をプロ
グラミングするように構成されるのがよい。外部デバイスは、目的関数のユーザによる選
択を可能にするように構成されたユーザインタフェースを含むのがよい。ユーザインタフ
ェースはまた、電極と、目的関数のための変調場の表現を表示するのがよい。
【００７８】
　様々な実施形態は、空間的及び時間的な技術を用いて、後角（ＤＨ）組織又は神経根組
織の変調を強化する。以下、後角（ＤＨ）組織を例として説明する。後角（ＤＨ）組織の
優先的な関わりにより、変調に誘導された感覚を必要とすることなしに、疼痛緩和を容易
にするのがよい。空間技術は、一定の場（例えば、後角（ＤＨ）組織容積内のほぼ一定の
電場）を有する後角（ＤＨ）変調を提供する。例えば、電極を選択し、電極の極性及び強
度を、表在性後角（ＤＨ）（例えば、レクセドの層Ｉ～ＩＩＩ又はＩＶ）内において全電
極に沿って又はアレイのうちで治療に対して重要であると考えられる部分に沿ってほぼ一
定であるように設計する。後角（ＤＨ）内の軸索終端は、電場の近くにおいて最も興奮し
やすい神経要素のうちの１つであり、おそらく、最も興奮しやすい神経要素であると考え
られる。時間的技術は、後角（ＤＨ）内の軸索終端を興奮させる有効性を高めるために、
後角（ＤＨ）にバーストを与える。ネコの脊髄前角におけるデータは、時間的に近接した
継続パルスが終端を興奮させるときに特に有効であることを示唆しており、これを、閾値
を４Ｘ以下だけ低下させる４パルスのバースト（約５００Ｈｚのバースト内周波数、Ｇｕ
ｓｔａｆｆｓｏｎ他、１９７６）で示した。連続的な高速度（数百Ｈｚに等しいか又はそ
れよりも高い）におけるパルス送出も、終端を効果的に興奮させるが、バーストが効率的
であると予想される。
【００７９】
　図２１は、後角（ＤＨ）組織に優先的に関わるように構成されたシステムを一例として
示す。図示のシステム２１７２は、電極２１７３と、神経変調発生器２１７４と、コント
ローラ２１７５を含む。神経刺激発生器２１７４は、後柱（ＤＣ）組織よりも後角（ＤＨ
）組織を優先的に変調させるようにプログラミングされた変調パラメータセット２１７６
を用いるように構成される。例えば、先に説明したように、プログラミングされた変調パ
ラメータセットは、後角（ＤＨ）組織内の変調場の均一性を促進させるように構成される
。変調場は、ベクトルであり、選択的な配向に依存する。変調は、１よりも多い配向の均
一性を促進させるように構成されるのがよい。１よりも多い配向における均一性を促進さ
せるために、セグメントリードが、一例として使用される。例えば、プログラミングされ
た変調パラメータセットは、後角（ＤＨ）組織に優先的に関わるために、一定のＥ（電場
）又は一定の｜Ｅ｜（電場の大きさ）を提供するように構成される。コントローラ２１７
５は、プログラミングされた変調パラメータセットのためのパルス列２１７７を送出する
のに使用されるのがよい。パルス列は、パルスのバーストと称されることがある少なくと
も２つのパルスを含む。これらのバーストは、後角（ＤＨ）内の終端の興奮を強化すると
考えられ、かくして、後柱（ＤＣ）組織よりも後角（ＤＨ）組織を変調させる選択性を更
に増大させるのに使用されるのがよい。
【００８０】
　図２２は、パルス列を例示として一般的に示す。幾つかの実施形態に従って、各パルス
列の持続時間２２７８は、１００ｍｓよりも短い。例えば、幾つかの実施形態では、各パ
ルス列の持続時間２２７８は、２ｍｓよりも長く且つ５０ｍｓよりも短い。継続するパル
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ス列間の時間２２７９は、継続パルス列の各々の持続時間２２７８よりも長いのがよい。
各パルス列は、１０パルスよりも短いのがよい。パルス列のパルスとパルスの間の持続時
間２２８０は、２ｍｓ～５ｍｓの範囲内であるのがよい。
【００８１】
　後角（ＤＨ）内のニューロン要素は、様々な空間的な分布、配向、整列を有し、また、
神経活動において様々な時間的応答を有するので、単一の固定された変調手法は、治療効
果を最大にするように最適化されない。変化し且つパターン化された変調場を生成する様
々な実施形態が提供される。例えば、様々な実施形態は、指向性リードを使用して、変調
を送出するのに使用されるリード幾何学形状を変化させて、電流送出の半径方向を変化さ
せ、従って、後角（ＤＨ）に沿った電位場（Ｖ）分布及び電場（Ｅ）分布を変化させる（
例えば、図１３Ａ～図１３Ｃ及び図１４Ａ～図１４Ｃをその説明と共に参照。様々な実施
形態が、パターン化された変調列を使用してもよい）。パターン化された刺激列は、様々
なパルスパターン及び様々なパルス形状（例えば、矩形、正弦波形）を含んでいてもよい
。様々な実施形態が、空間的パターンを使用する。例えば、変調は、２つ、３つ、又は４
つ以上の変調電極セットの間で交互になされる。別の例では、変調の空間的パターンを変
更する複数の場が使用されてもよい。様々な実施形態が、時間的パターンを使用する。例
えば、幾つかの実施形態は、変調パターンを提供するために、互いに異相（すなわち、非
同期）である多数のチャネルを使用する。幾つかの実施形態は、多数のチャネル変調を交
互に配置し、ここで、チャネルは、振幅、パルス幅、繰返し速度、又はバーストパターン
等のパラメータのための少なくとも１つの異なる変調パラメータ値を有する。かくして、
２つのチャネル間で又は３よりも多いチャネルの間で切換えを行うことによって、変調パ
ラメータの値（例えば、振幅、パルス幅、繰返し速度、又はバーストパターン）を変化さ
せるのがよい。幾つかの実施形態は、変調においてパルスを変調させる。例えば、時間変
化をパターンで提供するために、振幅、速度、又はパルス幅のうちの１又は２以上を変調
させるのがよい。幾つかの実施形態は、パルス列を、人体の自然な応答を模倣する仕方で
修正する。様々な実施形態は、空間的パターンと時間的パターンの両方を変化させる。
【００８２】
〔電極スパンの選択及び絞り込み〕
　知覚以下変調は、変調を送出するのに使用するための電極を選択して絞り込むための幾
つかの課題をもたらすことがある。例えば、在来の脊髄刺激（ＳＣＳ）は、後柱（ＤＣ）
を変調させ且つ感覚異常を生じさせるために、ターゲットが定められた小さい刺激を単に
提供することを試みる。在来の脊髄刺激（ＳＣＳ）のための変調は、疼痛領域にわたって
感覚異常のマップを形成するように調節されることがある。しかしながら、患者は、知覚
以下変調のための変調エネルギの送出を知覚しない。
【００８３】
　知覚以下変調のためのプログラミングアルゴリズムは、吻側尾側方向に沿う全ての利用
可能な接点を、後角（ＤＨ）変調を送出するカソード（又はアノード）として予め選択す
るのがよい。しかしながら、かかる広いスパンの選択の結果、比較的高い電力が要求され
、これによりおそらく、過剰な変調が送出される。カスタマイズされた比較的小さい吻側
尾側方向スパンを選択するアルゴリズムを使用して、治療結果に妥協することなしに電力
の要求を低減させることが望ましい。
【００８４】
　様々な実施形態は、全リードから開始し、次いで、探索アルゴリズムを用いて、スパン
を減少させ、エネルギ効率を改善する。このことは、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）又は
臨床医用プログラマー（ＣＰ）から行われてもよいし、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）フ
ィードバックを用いて、埋込み可能なパルス発生器（ＩＰＧ）内で行われてもよい。提案
されるアルゴリズムは、変調の有効性を示す幾つかの形態のフィードバックに依存するの
がよい。例えば、患者は、疼痛緩和に関するフィードバックを提供する。フィードバック
は、生体指標信号を提供するのがよい。
【００８５】
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　システムは、全リードに沿う変調が有効であることを確認し、次いで、リードの一部分
に沿う変調にフォーカスする特徴部を含むのがよい。かくして、例えば、ほぼ均一な変調
場が、リードのこの比較的小さい部分に沿って提供される。この変調場は、多数の電極接
点を有する領域にわたって提供されるので依然として広いが、リード上の電極アレイを用
いる全体の電極配列よりも小さい。
【００８６】
　様々な実施形態は、吻側尾側方向フォーカス特徴部を提供するのがよく、かかる特徴部
は、二分探索特徴部を含む。二分探索特徴部は、リード又は電極アレイを、電極の完全な
セットから、部分リード探索領域を定める少なくとも２つの電極サブセットに分割する。
二分探索特徴部は、全リードに沿う変調が有効であることを確認器するのがよい。
【００８７】
　図２３は、例示として、二分探索特徴部の幾つかの側面を吻側尾側方向フォーカス特徴
部として示す。２３８１において、第１の部分リード探索領域を定める第１の電極サブセ
ットを試験して、第１の電極サブセットを使用する変調が有効であるか否かを決定する。
かかる変調が有効であれば、２３８２において、第１の部分リード探索領域を定める第１
の電極サブセットを使用して、変調を送出する。かかる変調が有効でなければ、２３８３
において、第２の部分リード探索領域を定める第２の電極サブセットを試験して、第２の
電極サブセットが有効であるか否かを決定する。第２の電極サブセットが有効であれば、
２３８２において、第２の部分リード探索領域を定める第２の電極サブセットを使用して
、変調を送出する。第２の電極サブセットが有効でなければ、２３８４において、第３（
又は第ｎ番目の）の部分リード探索領域を定める第３（又は第ｎ）の電極サブセットを試
験して、第３（又は第ｎ）の電極サブセットが有効であるか否かを決定する。第３（又は
第ｎ）の電極サブセットが有効であれば、２３８２において、第３（又は第ｎ）の部分リ
ード探索領域を定める第３（又は第ｎ）の電極サブセットを使用して、変調を送出する。
第３（又は第ｎ）の電極サブセットが有効でなければ、２３８５において、二分探索プロ
セスは、有効であると以前に決定された電極の全リストに戻る。電極サブセットの少なく
とも幾つかは、互いに完全に重複しないのがよい。電極サブセットの少なくとも幾つかは
、互いに部分的に重複してもよい。幾つかの実施形態では、少なくとも２つの電極サブセ
ットが完全に重複せず、少なくとも１つの電極サブセットが別の電極サブセットと部分的
に重複する。
【００８８】
　図２４は、二分探索特徴部の例を示す。リードは、全スパン２４８６を有し、全スパン
２４８６は、３つの部分リード探索領域２４８７、２４８８、２４８９に分割されるのが
よく、部分リード探索領域の各々は、それに対応する電極サブセットを含む。限定ではな
く例示として、第１の電極サブセット２４８７と第２の電極サブセット２４８８は、互い
に完全に重複せず、第３の電極サブセット２４８９は、第１の電極サブセットと部分的に
重複し、第２の電極サブセットと部分的に重複する。１つの例では、全リードは、２つに
分岐され、リードの第１の側（例えば、電極アレイの左端から中央まで）の第１の部分リ
ード探索領域２４８７と、リードの第２の側（例えば、電極アレイの右端から中央まで）
の第２の部分リード探索領域２４８８を構成する。第３の部分リード探索領域２４８９は
、第１の部分リード探索領域及び第２の部分リード探索領域の各々と部分的に重なる。か
くして、部分リード探索領域は、リードの第１の端部領域と、第２の端部領域と、中央領
域を定める。
【００８９】
　図２５Ａ～図２５Ｃは、例示として、縁部探索特徴部を吻側尾側方向フォーカス特徴部
として示す。縁部探索特徴部は、アレイ内の活性電極の各縁部を中央に向かって徐々に移
動させ、移動していても変調が有効のままであることを確認する。かくして、第１の縁部
を中心に向かって移動させた後、中心に向かう次の移動により、変調を無効にし、第２の
縁部を中心に向かって移動させた後、中心に向う次の移動により、変調を無効にする。
【００９０】
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　例えば、縁部探索特徴部は、移動２５９０のための電極配列（例えば、アレイ）の縁部
を選択することを含む。選択された縁部は、図２５Ｂに示す２つの縁部２５９１Ａ、２５
９１Ｂの一方であるのがよい。しかしながら、２よりも多い領域をフォーカスすれば、２
よりも多い縁部が存在する。２５９２において、着目する領域について、選択された縁部
を、他方の縁部のために内向きに移動させる。２５９３において、縮小された又は少数の
電極セットがもはや治療的に有効でなければ、２５９４において、前の移動を取消して、
この縁部をそれ以降移動のために選択されることができないように設定するのがよい。プ
ロセスは、２５９０に戻って、他の縁部を移させることを試みる。２５９３において、縮
小された電極セットが治療的に有効であり続ければ、プロセスは２５９０に戻り、縁部を
移動させ続けた後、全ての縁部が設定される時まで２５９５。２５９７において、最終の
縮小された電極セット２５９６は、変調エネルギを送出するのに使用される。
【００９１】
　様々な実施形態に従って、プログラミングされたシステムは、神経変調フォーカス特徴
部を有するように構成されてもよく、かかる神経変調フォーカス特徴部は、例えば、ユー
ザが、望ましい生理学的領域に特有である神経変調のための所望の電極を選択することを
可能にする吻側尾側方向フォーカス特徴部である。幾つかの実施形態は、不連続なスパン
を、初期プログラミング及び／又は後の神経変調の絞り込みの結果として選択することを
可能にする。
【００９２】
　図２６は、様々な実施形態に従って、電極スパンを選択する方法を一例として示す。２
６９８において、ユーザにより提供される１又は複数の望ましい電極リストの選択を受信
する。リストは、電極の全てを含んでいてもよいし、電極のうちの幾つかを含むだけでも
よい。このリストを、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）又は臨床医用プログラマー（ＣＰ）
等の外部デバイスを用いて受信するのがよい。外部デバイスは、選択のために利用可能な
電極の図を提供するグラフィカルユーザインタフェースを有するのがよい。次いで、２６
９９において、望ましい電極リスト内にある電極を用いて、ターゲット神経組織を変調さ
せるのがよい。例えば、変調は、知覚以下変調治療である。ターゲット神経組織は、後柱
（ＤＣ）組織、後根（ＤＲ）組織、又は後角（ＤＨ）組織のうちの１又は２以上であるの
がよい。知覚以下変調治療は、感覚異常を回避するために、１５００Ｈｚ又はそれよりも
高い周波数で送出されてもよい。知覚以下変調治療は、比較的低い（例えば、１２００Ｈ
ｚよりも低い、又は、１０００Ｈｚよりも低い、又は、５００Ｈｚよりも低い）周波数で
送出されてもよく、後柱（ＤＣ）組織よりも後根（ＤＲ）組織及び／又は後角（ＤＨ）組
織を優先的に刺激するように送出されてもよい。縮小された電極リストを使用することに
よって、治療効果に妥協することなしに、電力要求を減少させるのがよい。
【００９３】
　図２７は、望ましい電極リストを更に絞り込む方法を一例として示す。２７０１におい
て、絞り込みアルゴリズム（例えば、二分探索又は縁部探索）を、ユーザにより提供され
る望ましい電極リストに基づいて実行し、候補電極リストを提供するのがよい。２７０２
において、候補電極リストの治療的有効性を試験するのがよく、このことは、ユーザによ
り提供されるフィードバック又は生体指標フィードバックを受信することを含む。２７０
３において、候補電極リストのうちの１つを、フィードバックを用いて決定されるような
治療的有効性に基づいて選択するのがよい。
【００９４】
　図２８は、ユーザにより提供される電極リストの選択を受入れるのに実施されるのがよ
いようなシステムを一例として示す。図示のシステム２８０４は、ターゲット神経組織を
変調させる際の使用のために作動的に位置決めされるように構成された電極配列２８０５
と、変調場を発生させるために電極配列内の少なくとも幾つかの電極を使用するように構
成された神経変調発生器２８０６と、ユーザにより提供される選択を受信するように構成
された通信モジュール２８０７と、コントローラ２８０８とを含む。コントローラ２８０
８は、通信モジュール２８０７を用いて、ユーザにより提供される望ましい電極リストの
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選択２８０９を受信するように構成されてもよい。電極リストは、電極配列内でターゲッ
ト神経組織を変調させる際の使用に利用可能な電極を特定する。コントローラ２８０８は
、変調場を発生させ、ターゲット神経組織を変調させるために電極リスト内に特定される
電極を使用するように神経変調発生器を制御するのがよい。変調は、知覚以下変調である
のがよい。神経変調発生器は、電極リスト内で特定された縮小電極サブセットを用いてタ
ーゲット組織内の変調場の均一性を促進させるための変調パラメータセットを使用しても
よい。コントローラは、電極リストを更に縮小するために絞り込みアルゴリズム（例えば
、二分探索及び／又は縁部探索）を実施するように構成されてもよい。システムは、少な
くとも１つの候補電極リストに関する治療効果に関するフィードバックを受信するための
フィードバックモジュールを含んでいてもよい。フィードバックモジュールは、疼痛を緩
和する治療効果に関してユーザにより提供されるフィードバックを受信するように構成さ
れてもよい。これに加えて又は変形例として、フィードバックモジュールは、治療効果に
関する生体指標信号を検出するように構成されてもよい。
【００９５】
〔知覚以下変調の較正〕
　知覚以下変調は、患者が変調エネルギの送出を知覚しないので、変調治療を較正するこ
とについて幾つかの課題がある可能性がある。較正は、２０１５年９月２３日に出願され
た特許文献１に解説されているもの等のセンサを含むのがよい。センサの例は、定量的感
覚検査（ＱＳＴ）、脳波図（ＥＥＧ）、脳皮質電図（ＥＣｏＧ）、拡散光撮像、機能的磁
気共鳴映像法（ｆＭＲＩ）、軸索内の局所電場電位（ＬＦＰｓ）、及び軸索内の誘起複合
活動電位（ｅＣＡＰｓ）を含む。
【００９６】
　知覚以下変調の較正は、患者知覚と、変調場をターゲット組織の容積内の位置にわたっ
て移動する自動又は半自動の場トロールを使用してもよい。知覚以下プログラミングアル
ゴリズムは、電極位置の関数としての相対興奮閾値に関する情報を使用してもよい。感知
が利用可能である場合、複合活動電位（例えば、後柱内で感知される複合活動電位）を使
用してもよい。感知がない場合、較正はユーザにより提供されるフィードバックを必要と
する。しかしながら、標準の脊髄刺激（ＳＣＳ）プログラミングセッションにおける手動
較正は遅すぎる。
【００９７】
　様々な実施形態は、変調場をリードに沿って自動的にトロールする。変調の変調強度（
例えば、振幅、パルス幅等）を調節するための患者入力を用いて、知覚される変調の強度
が一定に留まるように保たれるように患者に命令するのがよい。患者には、知覚閾値、高
めの知覚レベル（例えば、知覚される変調を耐える患者の機能の真下）、又は別の知覚レ
ベルに知覚される変調の強度を保つように命令するのがよい。患者入力は、タッチスクリ
ーン上に表示されるオブジェクト、ボタン、ダイヤル、及びスライダー等であるがこれら
に限定されない様々な入力形式であるのがよい。
【００９８】
　変調場のトロールは、自動的であってもよいし、患者の制御を介していてもよい。候補
トロールアルゴリズムは、単極トロール（アノード又はカソード）、二極トロール、又は
多極トロールを含む。トロールは、多数の独立した電流制御（ＭＩＣＣ）で行われてもよ
いし、複数の独立した電圧制御で行われてもよいし、タイミングチャネルを交互に配置す
る技術を用いて行われてもよい。多数の独立した電流制御（ＭＩＣＣ）は、変調の中心を
リードに沿って又は電極アレイ内で徐々に移動させることを可能にする。タイミングチャ
ネルの交互配置は、異なるタイミングチャネル内の異なる電極を可能にする。タイミング
チャネル内の刺激パラメータの値（例えば、振幅）を調節するのがよい。かくして、限定
ではなく例示として、単極変調が、第１のチャネル内の第１の電極を用いて送出され、別
の単極変調が、第１の電極に隣接した第２のチャネル内の第２の電極を用いて送出される
と、第２のチャネル内の単極変調の振幅を増大させるにつれて、第１のチャネル内の単極
変調の振幅をインクリメント式に低減させる。この点に関して、変調の中心を徐々に縮小
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させるのがよい。
【００９９】
　幾つかの実施形態は、閾値較正自動モードを提供するのがよい。変調場が発生させられ
、患者は、知覚閾値を取得するように命令されてもよいし、振幅の自動増大又は減少を選
択して、振幅が知覚閾値に達する時をマーキングする制御が与えられてもよい。幾つかの
実施形態では、トロールルーチン中に電流振幅及びパルス幅を調節する制御が患者に与え
られるが、システムは、ユーザを、システムのために定められた強度－持続時間曲線の内
側に保ったままである。知覚閾値のマーキングにより、デバイスが次の電場に自動的に切
換わるのがよい。
【０１００】
　リードに沿って又は変調電極アレイ内で一定のレベル又は一定の範囲の患者知覚を生じ
させる強度データ（例えば、振幅値）を直接的に又はモデル内で使用して（平滑化する、
外れた点を排除するなどのための）、相対的興奮を、リードに沿う位置の関数として推定
するのがよい。
【０１０１】
　この較正データは、変調アルゴリズム内に入力することができ、場が定められる。手動
モードを使用することができ、この場合、各マーキングの後に、幾つかの実施形態は、次
の構成を直前の構成と同じ振幅に保つことができ、ユーザが知覚閾値を調節することを可
能にする。幾つかの実施形態は、トロールが次の着目位置（例えば、電極）に進行する時
に電流を低減するのがよい。電流低減は、直前の電流のうちの僅かであるのがよい。この
割合は、知覚閾値を迅速に見つけるために上方滴定ルーチンを実施するのがよいように閾
値知覚の真下にあると見られるレベルまで電流を低減するように選択するのがよい。限定
ではなく例として、この割合は、直前の電流の５０％と９９％の間にあるのがよい。構成
間の切換えは、自動又はユーザが構成を切換える選択を行う半自動であるのがよい。
【０１０２】
　図２９は、例示として、場トロールを実行するのに使用されるシステムを示す。患者の
変調場知覚を入力するために、ユーザ（例えば、臨床医又は患者）は、臨床医用プログラ
マー（ＣＰ）又は外部遠隔コントローラ（ＲＣ）等の外部デバイス２９１０を使用しても
よい。外部デバイスは、較正を実施するためのＧＵＩ要素を有するグラフィカルユーザイ
ンタフェース（ＧＵＩ）２９１１を含んでいてもよい。これらのＧＵＩ要素は、自動トロ
ールを開始するためのボタン又は制御器２９１２、リードのうちのどの部分をトロールす
るかを示すためのグラフィックリードレファランス上のグラフィックインジケータ２９１
３、自動トロール中にリード上の場の位置を示すためのグラフィックインジケータ２９１
４、自動トロールからのユーザ選択振幅のグラフィックインジケータ（リアルタイム又は
その後のスクリーンで発生させる）２９１５、較正モデルのグラフィックインジケータ（
モデルが使用される場合）２９１６、自動トロールの速度（定量的なもの、例えば、秒数
、又は定性的なもの、例えば、低速、中速、高速であるのがよい）を設定又は修正するた
めの制御器２９１７、自動トロールにおいて１回又は２回以上の一時停止を設定する（例
えば、接点においてその点でのより多くのデータを取得するために数秒間にわたって場を
留めるか、又は手動入力で次の自動トロール場所へのジャンプを制御する）機能２９１８
を含んでいてもよい。図示のシステムは、ターゲット組織容積内で変調場を発生させて移
動するのに使用するための変調デバイス２９１９及び電極配列２９２０を更に含む。電流
振幅は、ユーザ入力に従って増大又は低減するのがよい。
【０１０３】
　図３０は、場トロールの実施に使用される外部デバイスのＧＵＩの例を示す。ＧＵＩは
、リード３０２１、電極配列、又はターゲット組織の図を提供するのがよい。ＧＵＩは、
変調場３０２２の位置のリアルタイムインジケータ又は近リアルタイムインジケータを提
供するのがよい。位置は、図示のリード、図示の電極配列、又は図示のターゲット組織に
対する相対位置であるのがよい。ユーザは、追加データを収集することを可能にするため
に、興味のある領域のためのトロールの境界３０２３及び／又は一時停止箇所３０２４を
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設定するのにＧＵＩを使用するのがよい。例えば、これらの箇所は、ドラッグアンドドロ
ップによって制御されるのがよい。ＧＵＩは、ユーザが較正の速度３０２５を選択するこ
とを可能にするのがよい。限定ではなく例として、ユーザは、予め定められた速度（例え
ば、６０秒で較正を完了する低速、４０秒で較正を完了する中速、２０秒で較正を完了す
る高速）を選択するのがよい。ＧＵＩは、ユーザが特別に定めた速度を提供することが可
能であるのがよい。例えば、ＧＵＩは、ユーザが較正のための高速限界と低速限界の間の
任意の速度を選択することを可能にするのがよい。
【０１０４】
　様々な実施形態は、神経組織位置を介して少なくとも１つのリード上の電極の配列を用
いて、変調場をトロールし、変調場が位置を通してトロールされる間にマーキング手順を
複数回実施する。マーキング手順は、変調場が患者知覚変調をどの時点で与えるかを特定
する。マーキング手順は、変調強度が患者知覚変調に到達したことを示すマーキング信号
を受信する段階と、マーキング信号を受信するのに応答して、変調強度に影響を及ぼす変
調場パラメータデータを記憶する段階とを含んでいてもよい。変調強度は、患者の変調エ
ネルギ知覚に影響を及ぼす変調パラメータを含んでいるのがよい。これらのパラメータは
、パルス幅、速度、振幅、電流分配、電極極性（カソード対アノード）を含んでいてもよ
い。感覚異常は、患者が変調エネルギを知覚するのがよい方式の一例である。限定ではな
く例として、変調場パラメータデータの記憶は、キャッシュ又はＲＡＭ等であるがこれら
に限定されない一時的ストレージ（記憶デバイス）内、又はＲＯＭ、メモリデバイス、例
えば、ハードドライブ、光ディスク、サムドライブ、又はクラウドストレージ（記憶デバ
イス）であるがこれらに限定されない永久／恒久ストレージ（記憶デバイス）内である場
合がある。
【０１０５】
　変調パラメータ値は、神経組織の相対的興奮を神経組織位置の関数として推定するのに
使用されてもよい。推定された相対的興奮は、電極配列内の１又は２以上の電極を通して
送出される変調エネルギをプログラミングするのに使用されてもよい。
【０１０６】
　マーキングプロセスは、変調強度を調節する命令を示す滴定信号を受信する段階と、滴
定信号を受信するのに応答して変調強度を調節する段階と、調節された変調強度が患者知
覚変調に到達したことを示すマーキング信号を受信する段階とを含んでいてもよい。滴定
信号は、患者、臨床医、又は患者の応答に応じる他のユーザが開始するのがよい。マーキ
ング信号を受信した後に、調節された変調強度でその後のマーキングプロセスを始めるこ
とができる。その後のマーキングプロセスは、その後の滴定信号を受信するのに応答して
調節された変調強度を続けて調節する段階と、続けて調節された変調強度が患者知覚変調
に到達したことを示すその後のマーキング信号を受信する段階とを含んでいてもよい。
【０１０７】
　幾つかのシステム実施形態は、埋込み可能なデバイスと外部デバイスとを含んでいても
よい。埋込み可能なデバイスは、神経変調発生器と、通信モジュールと、メモリと、コン
トローラとを含んでいてもよい。外部デバイスは、埋込み可能なデバイスに命令を送り、
グラフィカルユーザインタフェースを提供するように構成されてもよい。グラフィカルユ
ーザインタフェースは、トロールルーチン中に電流振幅を調節するように構成された電流
振幅制御器を提供するか又はトロールルーチン中に電流振幅及びパルス幅を調節するよう
に構成された電流及びパルス幅の制御器を提供するように構成されてもよい。システムは
、それ自体に対して定められた強度－持続時間曲線の内側にユーザを保つように構成され
てもよい。グラフィカルユーザインタフェースは、トロールルーチンを開始するように構
成されたトロール開始、トロールルーチン中の位置の変更のための速度を設定又は修正す
るように構成された速度制御、トロールに対するステップサイズを指定するための分解能
制御、又はトロールルーチンにおいて１回又は２回以上の一時停止を設定するように構成
された一時停止制御という制御のうちのいずれか１つ又はその任意の組合せを提供するの
がよい。ラフィカルユーザインタフェースは、これに加えて又は変形例として、トロール
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ルーチン中に電極配列のうちでトロールする部分を示すように構成されたグラフィックリ
ードインジケータ、又はトロールルーチン中に場の位置を示すグラフィック場インジケー
タのうちの少なくとも一方を提供するのがよい。グラフィック場インジケータは、トロー
ルルーチン中に様々な位置における場の広がりを示すことができる。
【０１０８】
　滴定信号は、ユーザが手動で示す手動開始滴定信号を含んでいてもよい。これに代えて
又はこれに加えて、滴定信号は、変調強度を自動調節するために自動供給信号を含んでい
てもよい。自動供給信号は、スケジュール化された時間に従ってタイマーの満了後又はマ
ーキング信号を受信した後に変調強度を自動調節するようにプログラミングされた命令に
よって制御するのがよい。システムは、変調強度の自動調節を停止するようにユーザによ
り提供される命令を受信するように構成されてもよい。
【０１０９】
　変調場をトロールする段階は、変調場を自動的に移動する段階を含んでいてもよい。例
えば、マーキング信号は、変調強度が調節されている間に秒読みタイマーが満了した時に
発生させるのがよい。幾つかの実施形態では、秒読みタイマーは、ユーザが延長すること
、及び／又は次のトロール位置に容易に進めるためにユーザが加速するのがよい。秒読み
タイマーは、トロール位置における着目点で長めの持続時間を与え、他のトロール位置で
短めの持続時間を与えるように異なる持続時間を有するのがよい。秒読みタイマーは、タ
イマー時計を用いて、又は進行バー、色勾配、表示の強度レベル等の他のインジケータを
用いてユーザに表示するのがよい。変調場をトロールする段階は、患者制御による変調場
移動、又は半自動トロールにおける自動制御と患者制御との任意の組合せを含んでいても
よい。
【０１１０】
　変調場をトロールする段階は、ケース電極がアノードとして構成され、電極配列内の電
極がカソードとして構成されるか、ケース電極がカソードとして構成され、電極配列内の
電極がアノードとして構成されるか、又は電極配列内の電極がアノード又はカソードとし
て構成される単極変調場を移動する段階を含んでいてもよい。しかしながら、ターゲット
組織の位置を通して電場をトロールするのに二極変調又は多極変調を使用してもよいので
、本主題は単極変調に限定されない。変調場をトロールする段階は、神経組織位置を通し
て変調場を移動するために電極配列内の電極のための分割電流値を変更する段階を含んで
いてもよい。変調場をトロールする段階は、少なくとも１つのタイミングチャネルを用い
て患者に対して異なる少なくとも２つの電場を発生させる段階を含んでいてもよい。神経
組織の相対的興奮を神経組織位置の関数として推定するために、記憶された変調パラメー
タデータを直接に使用されてもよい。幾つかの実施形態では、相対的興奮を推定するのに
、記憶された変調場データを入力として使用するモデルが実施される。
【０１１１】
　知覚以下治療を較正するために、変調に対する感覚異常等の患者知覚を使用してもよい
。例えば、感覚異常又は送出変調エネルギの別の患者知覚インジケータを達成するために
パルス振幅を増大させるのがよい。他の患者知覚インジケータの例は、体温、固有受容感
覚、全身違和感、圧力、痒み、苛立ち、震えなどを含んでいてもよい。システムは、患者
が変調を知覚する閾値、患者が変調を耐える閾値、又は別の変調強度知覚範囲を用いて知
覚以下治療を較正するように構成されてもよい。変調デバイスは、患者知覚電流のうちの
僅かである振幅を用いてプログラミングするのがよい。しかしながら、小さいパルス幅の
プログラムでは、感覚異常に到達するのに必要とされる振幅は、多くの場合、埋込み可能
な刺激器に対する変調出力制約条件を用いて到達可能なものよりも高い。知覚以下変調は
、後柱（ＤＣ）組織、後根（ＤＲ）組織、及び／又は後角（ＤＨ）組織を変調させるのが
よい。知覚以下変調は、約１５００Ｈｚ又はそれよりも高い周波数を含んでいてもよい。
知覚以下変調は、１５００Ｈｚよりも低い（例えば、限定する訳ではないが、２Ｈｚと１
２００Ｈｚの間の範囲内、１０００Ｈｚよりも低い、又は５００Ｈｚよりも低い周波数等
の１２００Ｈｚよりも低い）周波数で後柱（ＤＣ）組織よりも後角（ＤＨ）組織及び／又
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は後根（ＤＲ）組織を優先的に変調させるのがよい。
【０１１２】
　まばらなデータから強度－持続時間曲線を推定するために、ラピック強度－持続時間モ
デル又はワイス電荷持続時間曲線等の曲線当て嵌め技術を使用されてもよい。これらのデ
ータは、電荷対持続時間としてプロットすることができ、線形曲線当て嵌めが使用される
。線形当て嵌めのパラメータは、時値及び基電流を推定し、強度持続時間モデル曲線を構
成するのに使用される。
【０１１３】
　図３１は、パルス振幅（強度）がパルス持続時間（パルス幅）に対してプロットされた
強度持続時間曲線の例を一例として示す。膜の刺激は、刺激の強度と持続時間の両方に依
存する。このプロットは、パルス幅が減少するときに必要な電流振幅が増大することを示
す。また、このプロットは、基電流及び時値も例示する。基電流は、活動電位をもたらす
無限持続時間の最小電流を表し、時値は、基電流の２倍の電流が活動電位をもたらすため
の最小時間である。強度持続時間曲線を特定するためにより大きいパルス幅に関して測定
された２又は３以上の基準データ点を使用することができ、この曲線を小さめのパルス幅
に対応する電流を推定するのに使用してもよい。従って、様々な実施形態は、患者が変調
閾値を知覚することを可能にする強度を刺激器が発生させるのがよいより大きいパルス幅
に対する閾値を取得し、次いで、大きいパルス幅に対するこれらの閾値を用いて、患者が
知覚することになる強度を刺激器が発生させることができない小さめのパルス幅に対する
知覚閾値を、強度持続時間曲線を用いて推定する。患者知覚の閾値を使用する代わりに又
はそれに加えて、他の知覚値を使用してもよい。例えば、耐性閾値が、耐えることができ
る変調エネルギの最大量を示す場合、この閾値を使用してもよい。この推定閾値の比率は
、神経変調プログラミング設定に対して使用されてもよい。このようにして望ましい小パ
ルス幅に適合するデータを取得するのがよい。
【０１１４】
　図３２は、小さいパルス幅での知覚以下変調を較正するのに使用されてもよいシステム
の実施形態を一例として示す。図示のシステムは、知覚以下神経変調を送出する際の使用
のために作動的に位置決めされるように構成された少なくとも１つのリード上の電極３２
２６を含んでいてもよい。更に、システムは、少なくとも幾つかの電極を用いて知覚以下
神経変調のための変調場を発生させるように構成された神経変調発生器３２２７を含んで
いてもよい。システムは、発生変調場が患者知覚変調を与えるという信号を受信するよう
に構成されたフィードバックモジュール３２２８と、神経変調発生器３２２７及びフィー
ドバックシステム３２２８と作動可能に接続され、較正プロセス３２３０を実施するよう
に構成された制御システム３２２９とを含んでいてもよい。フィードバックシステム３２
２９は、センサフィードバック３２３１、及び／又は患者が感覚異常を体験したというユ
ーザフィードバック等の外部デバイスを通じたユーザフィードバック３２３２を含んでい
てもよい。フィードバックセンサの例は、誘起複合活動電位又は他の測定可能生体指標を
感知するセンサを含んでいてもよい。制御システム３２２９によって実施される較正プロ
セスは、第１のパルス幅を有する第１の刺激パルスと第２のパルス幅を有する第２の刺激
パルスとを含む２つの基準パルス３２３３を用いて変調場を発生させるように神経変調発
生器３２２７を制御する段階を含んでいてもよい。制御システム３２２９は、患者知覚変
調を与える第１のパルス幅を用いて発生させる変調場の強度を表す第１の基準点を決定す
るためにフィードバックモジュール３２２８を用い、更に患者知覚変調を与える第２のパ
ルス幅を用いて発生させる変調場の強度を表す第２の基準点を決定するためにフィードバ
ックモジュールを使用してもよい。少なくともこれらの第１及び第２の基準データ点を用
いて知覚以下パルス較正データを導出するのがよい。知覚以下較正データを導出する段階
は、知覚以下パルス幅を有する知覚以下パルス３２３４を用いて送出される知覚以下に特
有の知覚以下較正データを導出する段階を含む。
【０１１５】
　図３３は、短いパルス幅を用いて知覚以下変調をプログラミングするためのプロセスの
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実施形態を一例として示す。３３３５に示すように、第１のパルス幅を有する第１の刺激
パルスを用いて変調場を発生させるのがよい。患者知覚変調を与える第１のパルス幅を用
いて発生させた変調場の強度を表す第１の基準データ点を決定するのがよい。３３３６に
示すように、第２のパルス幅を有する第２の刺激パルスを用いて変調場を発生させるのが
よい。患者知覚変調を与える第２のパルス幅を用いて発生させた変調場の強度を表す第２
の基準データ点を決定するのがよい。３３３７に示すように、第１及び第２の基準データ
点を含む少なくとも２つの基準データ点を用いて知覚以下変調のための較正データを導出
するのがよい。較正データを導出する段階は、３３３８に示すように、患者知覚変調を与
えることが推定される知覚以下パルス幅を用いて発生させる変調場の推定強度を表す知覚
以下データ点を推定する段階を含んでいてもよい。少なくとも２つの基準データ点から推
定知覚以下データ点を外挿するのがよい。較正データを導出する段階は、３３３９に示す
ように、推定知覚以下データ点を用いて知覚以下に対する較正データ（例えば、振幅）を
導出する段階を更に含んでいてもよい。例えば、小さいパルス幅の知覚以下パルスに対す
る振幅は、推定知覚以下データ点の振幅のうちの僅かであるのがよい。
【０１１６】
　知覚以下パルス幅に対する知覚以下振幅を推定する段階は、第１の基準振幅及び第２の
基準振幅に対して曲線当て嵌め技術を適用して電荷持続時間モデル曲線に対する曲線パラ
メータを特定する段階と、第１の基準振幅及び第２の基準振幅と電荷持続時間モデル曲線
とを用いて、患者知覚閾値を与える知覚以下パルス幅に対する知覚以下を推定する段階と
を含んでいてもよい。曲線パラメータの例は、時値と基電流を含む。曲線当て嵌め技術は
、ラピック強度持続時間モデル、又はワイス電荷持続時間モデル、又は他の指数関数モデ
ル又は反比例モデルを含むことができ、基準データ点は、パルス幅とその電流振幅とを表
すことができる。
【０１１７】
　上述の手法は、後角（ＤＨ）又は後根（ＤＲ）の刺激において使用することができ、又
は既知のものから刺激振幅を推定する必要があるが、小さめのパルス幅でのこの既知のも
のに達することができない任意の刺激時に使用されてもよい。例えば、方法は、第１のパ
ルス幅を有する第１の刺激パルスを用いて変調場を発生させて、知覚応答又は測定可能応
答を提供する第１のパルス幅を用いて発生させた変調強度を表す第１の基準データ点を決
定する段階と、第２のパルス幅を有する第２の刺激パルスを用いて変調場を発生させて、
応答を提供する第２のパルス幅を用いて発生させた変調場の変調強度を表す第２の基準デ
ータ点を決定する段階とを含んでいてもよい。第１及び第２の基準データ点を含む少なく
とも２つの基準データ点を用いて変調に対する較正データを導出するのがよい。較正デー
タを導出する段階は、第１及び第２のパルス幅よりも小さいパルス幅を有するパルスを用
いて送出される変調に特有の較正データを導出する段階を含んでいてもよい。較正データ
を導出する段階は、応答を提供することが推定される小さめのパルス幅を用いて発生させ
る変調場の推定強度を表すデータ点を推定する段階を含んでいてもよい。少なくとも２つ
の基準データ点から推定データ点を外挿するのがよい。推定知覚以下データ点を用いて較
正データを導出するのがよい。
【０１１８】
　知覚以上治療とは対照的に、知覚以下治療は、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）等の外部
デバイスを用いて患者がインプラントとどのように相互作用を行うかに関して特定の要求
を有する。例えば、知覚以下治療の投与制御（振幅、バースト作動／停止、周波数等）は
、直接的な感覚異常知覚に関連しないが、正しく管理されない場合は治療において依然と
して悪影響を有する可能性がある。様々な実施形態は、臨床医による介入を必要とせずに
患者が結果を改善するように治療を調節することを可能にする機能を外部デバイス（例え
ば、外部遠隔コントローラ（ＲＣ））内に与える。患者は、自己較正を開始すること、並
びにバースト変調等の投与特徴を制御するのがよい。
【０１１９】
　知覚閾値及び／又は好ましい変調手法は、様々な患者姿勢に対して異なる場合がある。
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様々な実施形態は、患者の日常生活の間の姿勢変化を受入れるように適応可能な知覚以下
治療を提供する。
【０１２０】
　様々な実施形態は、自動再較正機能を提供する。自動再較正機能は、患者の姿勢変化が
、加速度計、誘起複合活動電位（ＥＣＡＰ）、局所電場電位（ＬＦＰ）を含む電場電位、
インピーダンス、及び他のもの等の感知信号を通して検出された時に較正ルーチンを自動
的に再実行するように構成されてもよい。較正ルーチンからの較正情報は、変調プログラ
ムを調節するのに使用されてもよい。
【０１２１】
　様々な実施形態は、半自動較正機能を提供する。患者は、姿勢を変更した時に再較正を
開始するのがよい。較正ルーチンからの較正情報は、変調プログラムを調節するのに使用
されてもよい。
【０１２２】
　様々な実施形態は、適応変調機能を提供する。適応変調機能は、各セットが姿勢位置に
独特である異なるプログラミング可能なパラメータセットを設定するように構成された姿
勢適応機能を含んでいてもよい。このシステムは、患者の姿勢変化が検出された時に対応
するプログラムに切換わるように構成されてもよい。
【０１２３】
　様々な実施形態は、各セットが活動レベルに独特である異なるプログラミング可能なパ
ラメータセットを設定するように構成された活動適応機能を含む適応変調機能を提供する
。活動レベルは、体外又は体内の活動センサを用いて感知されてもよい。
【０１２４】
　適応変調機能は、姿勢と活動との様々な組合せに対して異なるプログラミング可能なパ
ラメータセットを設定するように構成された姿勢適応的かつ活動適応的な機能を含んでい
てもよい。このシステムは、患者の姿勢変化及び／又は患者の活動変化が検出された時に
対応するプログラムに切換わるように構成されてもよい。例えば、システムは、限定では
なく例として、睡眠時、平常活動、及び非常に激しい活動レベル等の状況に特有の望まし
い変調パラメータを与えるように変調を較正するように構成されてもよい。
【０１２５】
　図３４は、知覚以下変調を送出する段階を含む方法の実施形態を一例として示す。３４
４０において、埋込み可能なデバイス及び電極を用いて神経変調が神経組織に送出される
。神経組織は、後角組織、後根組織、又は後柱組織のうちの少なくとも１つを含んでいて
もよい。知覚以下変調は、それを下回ると患者が変調場の発生を感知しない境界である患
者知覚閾値よりも小さい強度を有する。例えば、患者知覚閾値は、患者が感覚異常を体験
する閾値であるのがよい。３４４１において、神経変調への調節を作動させる患者入力を
受信する。患者は、外部デバイスのユーザインタフェースを介して入力を与えるのがよい
。患者入力は、患者状態のパラメータを感知するセンサの入力であるのがよい。３４４２
において、患者作動に対するプログラミングされた応答が実施されて神経変調が調節され
る。
【０１２６】
　一例として、患者入力は、ユーザにより要求される投与調節とすることができ、応答は
、神経変調の投与を調節する応答であるのがよい。幾つかの実施形態では、プログラミン
グされた応答は、変調を調節する機能を制限する変調制限を含む。かかる制限の例は、潜
在的に安全でない神経変調投与を回避するための安全制限である。幾つかの実施形態では
、プログラミングされた応答は、神経変調の治療効果を評価するためのフィードバックを
受信する段階と、受信フィードバック入力を用いて神経変調を自動的に自己較正する段階
とを含む。フィードバックは、外部デバイスのユーザインタフェースを用いて与えられる
患者提供疼痛緩和指示であるのがよい。フィードバックは、神経変調の治療効果を評価す
るためのセンサからの信号を含んでいてもよい。
【０１２７】
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　受信患者入力は、受信患者活動であるのがよい。患者活動は、加速度計ベースの活動セ
ンサ等の活動センサを用いて感知されてもよい。患者活動レベルは、ユーザ入力によって
受信するのがよい。例えば、患者は、本人の活動をモニタするための活動情報を外部デバ
イス（例えば、外部遠隔コントローラ（ＲＣ））に入力するのがよい。本方法は、患者活
動レベル入力を用いて患者の健康の質を自動的に評価する段階と、評価された健康の質に
よって示された時に神経変調への調節を作動させる段階とを含んでいてもよい。評価され
た健康の質によって示された時に調節を作動させる段階は、神経変調を較正又は再較正す
る較正ルーチンを作動させる段階を含んでいてもよい。
【０１２８】
　図３５は、知覚以下変調を送出するシステムを一例として示す。システムは、神経組織
を変調させる際の使用のために作動的に位置決めされるように構成された電極配列を含む
。神経組織は、後角組織、後根組織、又は後柱組織のうちの少なくとも１つを含んでいて
もよい。更に、システムは、図示のように、電極３５４３の少なくとも一部を用いて神経
組織に知覚以下変調を送出するための変調場を発生させるように構成された神経変調発生
器３５４５を含む埋込み可能なデバイス３５４４を含んでいてもよい。システムは、変調
場を発生させて、患者入力に応答して変調場を自動調節するプログラミングされた応答３
５４７を実施するように神経変調発生器３５４５を制御するように構成されたコントロー
ラ３５４６を含んでいてもよい。システムは、埋込み可能なデバイス３５４４と通信する
ように構成された外部デバイス３５４８を含んでいてもよい。外部デバイス３５４８は、
患者入力を受信するユーザインタフェース３５４９と、患者入力に対して１又は複数のプ
ログラミングされた応答３５５１を実施し、外部デバイス３５４８から埋込み可能なデバ
イス３５４４に患者開始制御信号を送るための通信を自動的に開始するように構成された
コントローラ３５５０とを含んでいてもよい。埋込み可能なデバイス３５４４のコントロ
ーラ３５４６は、変調場を発生させて、患者開始制御信号に応答して変調場を自動調節す
るように神経変調発生器３５４５を制御するように構成されてもよい。
【０１２９】
　患者は、投与調節３５５２を与えるためにユーザインタフェース３５４９を使用しても
よい。埋込み可能なデバイス３５４４のコントローラ３５４６は、患者開始制御信号に応
答して神経変調の投与を自動調節するように構成されてもよい。システムは、患者開始制
御信号に応答した投与の自動調節を制限するように構成されてもよい。外部デバイス３５
４８及び／又は埋込みデバイス３５４４は、投与調節を制限する機能を有するように構成
されてもよい。
【０１３０】
　システムは、更に、神経変調の治療効果を評価するためのフィードバック入力を含んで
いてもよい。例えば、フィードバックは、ユーザにより提供される疼痛緩和又はユーザに
より提供される健康の質に関連する場合がある。システムは、フィードバック入力におい
て受信したフィードバックを用いて神経変調を自動的に自己較正するように構成されても
よい。フィードバック入力は、治療の効果に関する入力をユーザ（例えば、患者、臨床医
、又は他の介護者）から受入れるために使用される外部デバイスのユーザインタフェース
（例えば、外部遠隔コントローラ（ＲＣ）のＧＵＩ）を含んでいてもよい。例えば、ユー
ザは、外部デバイスのユーザインタフェースを用いて疼痛緩和３５５３又は健康の質３５
５４の指示を与えるのがよい。フィードバック入力は、治療効果を示すパラメータを感知
する治療フィードバックセンサ３５５５を含んでいてもよい。複数のフィードバックセン
サが存在するのがよい。
【０１３１】
　患者入力は、患者活動入力３５５６を含んでいてもよい。コントローラは、患者活動入
力を用いて導出するのがよい患者の健康の質によって示された時に較正ルーチンを自動的
に作動させるように構成されてもよい。例示として、有意な活動低下は、治療が有効では
なく（例えば、患者が有意な量の疼痛を受けている）、従って、患者が自分の平常活動を
行っていないことを示す場合がある。これは、リード移動又は他の変化に対処するために
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変調治療を再較正しなければならないことを示す場合がある。有意な活動増大（又は有意
なレベルの活動を持続すること）は、治療が有効である（例えば、患者は、有意な量の疼
痛を受けていない）ことを示すと考えられる。
【０１３２】
　患者入力は、患者姿勢入力３５５７を含んでいてもよい。幾つかの実施形態では、コン
トローラは、患者姿勢入力を用いて導出するのがよい患者の健康の質によって示された時
に自動的に較正ルーチンを作動させるように構成されてもよい。例示として、有意な姿勢
変化（又は１日の与えられた時間にわたる異常な姿勢）は、治療が有効ではなく（例えば
、患者が有意な量の疼痛を受けている）、従って、患者が自分の平常活動を行っていない
ことを示す場合がある。例えば、患者は、通常では立っているか又は歩いている時間にわ
たって座っているか又は横たわっている可能性がある。これは、リード移動又は他の変化
に対処するために変調治療を再較正しなければならないことを示すと考えられる。
【０１３３】
　幾つかの実施形態では、コントローラは、これに代えて又はこれに加えて、検出患者姿
勢に対する較正データを発生させるための較正ルーチンを実施し、検出患者姿勢に対して
発生させた較正データを用いて刺激プログラムを調節するように構成されてもよい。幾つ
かの実施形態では、コントローラは、これに代えて又はこれに加えて、検出患者活動に対
する較正データを発生させるための較正ルーチンを実施し、検出患者活動に対して発生さ
せた較正データを用いて刺激プログラムを調節するように構成されてもよい。
【０１３４】
　図３６は、患者入力に対するプログラミングされた応答の例を示す。ユーザにより入力
される投与調節３６６０、ユーザにより入力される疼痛緩和３６６１、又はユーザにより
入力される健康の質３６６２等の入力を与えるための患者入力３６５８は、ユーザインタ
フェース３６５９を通して入力するのがよい。これに代えて又はこれに加えて、患者入力
は、感知姿勢３６６３及び／又は感知活動３６６４を含んでいてもよい。プログラミング
された応答３６６５は、限定ではなく例として、較正又は再較正３６６６、及び／又は制
限付き又は制限なしの投与調節３６６７を含んでいてもよい。幾つかの実施形態では、較
正は、特定の姿勢範囲又は特定の活動範囲に対して実施することができ、かつこの特定の
姿勢範囲又は特定の活動範囲に特有の変調パラメータセットを生成するのに使用されても
よい。
【０１３５】
　上記に詳述した説明は、限定的ではなく例示的であるように意図したものである。本発
明の範囲は、従って、添付の特許請求の範囲を参照してかかる特許請求の範囲が権利を有
する均等物の全範囲と共に決定されなければならない。
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