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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の心臓の心房及び心室のうちの少なくとも１つから電気心臓信号を検知するように
構成された心臓信号検知回路であって、前記心臓信号検知回路が少なくとも１つのセンス
増幅器を含むことと、
　電気ペーシング治療及び電気神経刺激治療を前記患者に対して提供するように構成され
た治療回路と、
　制御回路であって、前記制御回路が前記電気ペーシング治療の供給を開始し、
　前記電気ペーシング治療の供給に対する時間関係においてブランキング期間を開始し、
且つ、少なくとも１つの前記センス増幅器が前記ブランキング期間において無効化され、
　前記患者に対する前記電気神経刺激治療の供給を前記ブランキング期間において開始し
、且つ、前記電気神経刺激治療が前記ブランキング期間において開始された際に前記ブラ
ンキング期間を増大させる
ように構成された制御回路とを含む装置。
【請求項２】
　前記制御回路は、下限レートインターバルの満了の際に、固有の心臓の活動が存在して
いない状態において、心房又は心室のうちの少なくとも１つに対して前記電気ペーシング
治療を開始し、且つ、
　前記下限レートインターバルの規定された範囲内において前記電気ペーシング治療を開
始した際に前記電気神経刺激治療の供給を中断する
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ように構成されている請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記制御回路は、カウンタ回路と、タイマ回路と、を含み、
　前記制御回路は、規定された時間インターバルにわたって供給されるいくつかの神経刺
激治療電気パルスを追跡し、且つ、
　供給された前記神経刺激治療電気パルスの数が規定された神経刺激治療供給ターゲット
を下回っている際に、規定された前記神経刺激治療供給ターゲットを満足させるために、
少なくとも１つの後続の前記ブランキング期間中において前記電気神経刺激治療の追加供
給を開始する
ように構成されている請求項１又は請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　規定された神経刺激治療供給ターゲットは、一時間当たりに供給される神経刺激治療電
気パルスの規定された数と一日当たりに供給される前記神経刺激治療電気パルスの規定さ
れた数のうちの少なくとも１つを含む請求項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記制御回路は、頻拍性不整脈検出回路を含み、且つ、前記制御回路は、前記電気神経
刺激治療の供給の際に前記頻拍性不整脈検出回路による頻拍性不整脈検出を中断するよう
に構成されている請求項１乃至４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記制御回路は、カウンタ回路を有し、且つ、
　規定された時間インターバルにわたって供給されるいくつかの神経刺激治療電気パルス
を追跡し、且つ、
　埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）が下限レートインターバルの規定された範囲の外におい
て前記電気ペーシング治療を提供している際に、規定された神経刺激治療供給ターゲット
を満足させるために、前記電気神経刺激治療の追加供給を開始する
ように構成されている請求項１乃至５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記治療回路は、両心室ペーシング治療を提供するように構成されており、
　前記制御回路は、
　前記両心室ペーシング治療の一部として供給されるペーシングに対する時間関係におい
て前記ブランキング期間を開始し、且つ、
　前記電気神経刺激治療の供給を前記ブランキング期間中に制限する
ように構成されている請求項１乃至６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記治療回路は、
　脊髄、
　迷走神経、
　圧受容体、
　奇静脈の内部又はその近傍の場所、
　大静脈の近傍の場所、又は、
　１つ又は複数の心臓脂肪体
のうちの少なくとも１つに対して前記電気神経刺激治療を提供するように構成された電極
に対して接続可能である請求項１乃至７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　予め埋植された医療装置によって実行された際に前記予め埋植された医療装置に方法を
実行させる命令を含む機械可読媒体であって、前記方法は、
　前記予め埋植された医療装置を使用することにより、患者の心臓に対して電気ペーシン
グ治療の供給を開始するステップと、
　前記電気ペーシング治療の供給に対する時間関係において前記予め埋植された医療装置
内においてブランキング期間を開始するステップであって、前記予め埋植された医療装置
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の１つ又は複数のセンス増幅器は、前記ブランキング期間においては無効化されるステッ
プと、
　前記ブランキング期間において、前記予め埋植された医療装置を使用することにより、
前記患者に電気神経刺激治療を提供し、且つ、前記ブランキング期間において前記電気神
経刺激治療が前記予め埋植された医療装置によって供給されるようにスケジューリングさ
れている際に前記ブランキング期間を延長させるステップと
を有する機械可読媒体。
【請求項１０】
　規定された最小頻拍性不整脈検出レートに従って前記ブランキング期間の延長を制限す
る命令を含む請求項９に記載の機械可読媒体。
【請求項１１】
　規定された時間インターバルにわたって前記電気神経刺激治療の一部として供給される
いくつかの神経刺激治療電気パルスを追跡し、且つ、
　供給された前記神経刺激治療電気パルスの数が神経刺激治療供給ターゲットを下回って
いる際に、規定された前記神経刺激治療供給ターゲットを満足させるために、前記予め埋
植された医療装置内において、１つ又は複数の後続の前記ブランキング期間において前記
電気神経刺激治療の追加供給をスケジューリングする
命令を含む請求項９又は請求項１０のいずれか一項に記載の機械可読媒体。
【請求項１２】
　規定された前記神経刺激治療供給ターゲットは、一時間当たりに供給される前記神経刺
激治療電気パルスの規定された数と一日当たりに供給される前記神経刺激治療電気パルス
の規定された数のうちの少なくとも１つを含む請求項１１に記載の機械可読媒体。
【請求項１３】
　前記電気神経刺激治療の供給の際に前記予め埋植された医療装置による頻拍性不整脈検
出を中断する命令を含む請求項９乃至１２のいずれか一項に記載の機械可読媒体。
【請求項１４】
　前記予め埋植された医療装置内において、下限レートインターバルを確立し、且つ、
　前記下限レートインターバルの規定された範囲内において前記電気ペーシング治療を提
供する際に前記電気神経刺激治療の供給を中断する
命令を含む請求項９乃至１３のいずれか一項に記載の機械可読媒体。
【請求項１５】
　前記予め埋植された医療装置内において下限レートインターバルを確立し、
　第２時間インターバルにわたって前記電気神経刺激治療の一部として供給されるいくつ
かの神経刺激治療電気パルスを追跡し、且つ、
　前記予め埋植された医療装置が前記下限レートインターバルの規定された範囲の外にお
いて前記電気ペーシング治療を提供している際に、規定された神経刺激治療供給ターゲッ
トを満足させるために、前記予め埋植された医療装置内において、前記電気神経刺激治療
の追加供給をスケジューリングする
命令を含む請求項９乃至１４のいずれか一項に記載の機械可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、病人もしくは患者に電気神経刺激治療法を供給するシステム、
装置及び方法に関する。特に、本発明は、電気神経刺激治療法及び電気ペースイング治療
法を供給するシステム、装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　迷走神経刺激などの神経刺激は、たくさんの病気状況の治療法として提案されている。
神経刺激治療法の例として、睡眠呼吸障害などの呼吸困難の神経刺激治療法、高血圧症治
療のための血圧のコントロール、心調律管理、心筋梗塞及び局所貧血、心不全（ＨＦ）、
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癲癇、憂鬱、頭痛、偏頭痛、摂食障害、肥満、及び運動障害などが挙げられる。
【０００３】
　埋め込み型心臓刺激装置は、医薬治療を供給することに用いられる。心臓刺激装置の例
としては、ペースメーカー、植込み型除細動器（ＩＣＤｓ）及び、ペースイング及び細動
除去機能を有する植込み型装置などが挙げられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、高血圧症などの病症を罹っている病人もしくは患者に複数の埋め込み
型医療装置及びそれを用いる治療供給の管理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一つの例においては、本発明に係わる医療装置は、患者の心臓の少なくとも一つの心房
もしくは心室からの電気心臓信号を検出するように構成された心臓信号検知回路と、患者
に電気ペースイング治療及び電気神経刺激治療を供給するように構成された治療回路と、
制御回路を備える。制御回路は、電気ペースイング治療の供給を開始させるとともに、ペ
ースイング治療の供給に対する時間関係においてブランキング期間を開始させ、ブランキ
ング期間において、患者に電気神経刺激治療の供給を開始させるように構成される。少な
くとも一つの心臓信号検知回路のセンス増幅器は、ブランキング期間において無効にされ
る。
　一つの例においては、本発明に係わる医療装置は、埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）を使
用することにより、患者の心臓に対する電気ペーシング治療の供給を開始する手段と、前
記電気ペーシング治療の供給に対する時間関係において前記埋植可能な医療装置（ＩＭＤ
）内においてブランキング期間を開始する手段であって、前記埋植可能な医療装置（ＩＭ
Ｄ）の１つ又は複数のセンス増幅器は、前記ブランキング期間において無効化されること
と、前記ブランキング期間において、前記埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）を使用すること
により、前記患者に対して電気神経刺激治療を提供する手段と、を有する。
　他の例においては、本発明に係わる電気ペーシング治療の供給を開始する手段は、電気
ペーシング治療及び電気神経刺激治療を前記患者に対して提供するように構成された治療
回路と、前記電気ペーシング治療の供給を開始するように構成された制御回路と、を含み
、前記ブランキング期間を開始する手段は、前記患者の心臓の心房又は心室のうちの少な
くとも１つから電気心臓信号を検知するように構成された心臓信号検知回路と、制御回路
と、を含み、前記心臓信号検知回路は、前記電気ペーシング治療の供給に対する時間関係
において前記ブランキング期間を開始するように構成された少なくとも１つのセンス増幅
器を含み、前記少なくとも１つのセンス増幅器は、前記ブランキング期間において無効化
され、前記電気神経刺激治療を前記患者に提供する手段は、前記治療回路と、前記制御回
路と、を含み、前記制御回路は、前記患者に対する前記電気神経刺激治療の供給を前記ブ
ランキング期間において開始するように構成されている。
　他の例においては、本発明に係わる制御回路は、前記神経刺激治療の供給を前記ブラン
キング期間において選択的に開始すると共に前記神経刺激治療が前記ブランキング期間に
おいて開始された際に前記ブランキング期間を増大させるように構成されている。
　他の例においては、本発明に係わる制御回路は、下限レートにおいて又は下限レートイ
ンターバルの満了の際に、固有の心臓の活動が存在していない状態において、心房又は心
室のうちの少なくとも１つに対して前記ペーシング治療を開始し、且つ、前記下限レート
又は前記下限レートインターバルの規定された範囲内において前記ペーシング治療を開始
した際に神経刺激治療の供給を中断する、ように構成されている。
　他の例においては、本発明に係わる制御回路は、カウンタ回路と、タイマ回路と、を含
み、前記制御回路は、規定された時間インターバルにわたって供給されるいくつかの神経
刺激治療パルスを追跡し、且つ、供給された前記神経刺激治療パルスの数が規定された神
経刺激治療供給ターゲットを下回っている際に、前記規定された神経刺激治療供給ターゲ
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ットを満足させるために、少なくとも１つの後続のブランキング期間中において神経刺激
治療の追加供給を開始する、ように構成されている。
　他の例においては、本発明に係わる前記規定された神経刺激治療供給ターゲットは、一
時間当たりに供給される神経刺激治療電気パルスの規定された数と一日当たりに供給され
る神経刺激治療電気パルスの規定された数のうちの少なくとも１つを含む。
　他の例においては、本発明に係わる制御回路は、頻拍性不整脈検出回路を含み、且つ、
前記制御回路は、前記神経刺激治療の供給の際に前記頻拍性不整脈検出回路による頻拍性
不整脈検出を中断するように構成されている。
　他の例においては、本発明に係わる制御回路は、カウンタ回路を有し、且つ、規定され
た時間インターバルにわたって供給されるいくつかの神経刺激治療パルスを追跡し、且つ
、前記埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）が下限レート又は下限レートインターバルのうちの
少なくとも１つのものの規定された範囲の外においてペーシング治療を提供している際に
、規定された神経刺激治療供給ターゲットを満足させるために、神経刺激治療の追加供給
を開始する、ように構成されている。
　他の例においては、本発明に係わる治療回路は、両心室ペーシング治療を提供するよう
に構成されており、前記制御回路は、前記両心室ペーシング治療の一部として供給される
ペーシングに対する時間関係において前記ブランキング期間を開始し、且つ、前記神経刺
激治療の供給を前記ブランキング期間中に制限する、
ように構成されている。
　他の例においては、本発明に係わる記治療回路は、脊髄、迷走神経、圧受容体、奇静脈
の内部又はその近傍の場所、大静脈の近傍の場所、又は、１つ又は複数の心臓脂肪体のう
ちの少なくとも１つに対して前記電気神経刺激治療を提供するように構成された電極に対
して接続可能である。
　他の例においては、本発明に係わる埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）を使用することによ
り、埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）を使用することにより、患者の心臓に対して電気ペー
シング治療の供給を開始する手段と、前記電気ペーシング治療の供給に対する時間関係に
おいて前記埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）内において不応期間を開始する手段であって、
１つ又は複数のセンス増幅器は、前記不応期間において有効化されるが、前記１つ又は複
数の増幅器によって検知される電気信号は、前記埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）によって
無視されることと、前記不応期間において前記患者に対して神経刺激治療を提供する手段
と、を有する装置であって、前記不応期間を開始する手段は、前記不応期間において前記
神経刺激治療が前記埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）によって供給されるようにスケジュー
リングされていない際に第１持続時間の第１不応期間を開始する手段と、前記不応期間に
おいて前記神経刺激治療が前記埋植可能な医療装置（ＩＭＤ）によって供給されるように
スケジューリングされている際に第２持続時間の第２不応期間を開始する手段と、を含む
。
　他の例においては、本発明に係わる前記電気ペーシング治療の供給を開始する手段は、
前記患者に対して前記電気ペーシング治療及び電気神経刺激治療を提供するように構成さ
れた治療回路と、前記電気ペーシング治療の供給を開始するように構成された制御回路と
、を含み、前記不応期間を開始する手段は、心臓信号検知回路と、制御回路と、を含み、
前記心臓信号検知回路は、前記患者の心臓の心房又は心室のうちの少なくとも１つから電
気心臓信号を検知するよう構成されており、且つ、少なくとも１つのセンス増幅器を含み
、前記制御回路は、前記電気ペーシング治療の供給又は検知された固有の心臓脱分極のう
ちの少なくとも１つに対する時間関係において不応期間を開始するように構成されており
、前記少なくとも１つのセンス増幅器は、前記不応期間において有効化されるが、前記少
なくとも１つのセンス増幅器によって検知される電気信号は、前記埋植可能な医療装置（
ＩＭＤ）によって無視され、且つ、前記不応期間において前記神経刺激治療を前記患者に
対して提供する手段は、前記治療回路と、前記不応期間において前記患者に対して前記神
経刺激治療を選択的に開始すると共に前記神経刺激治療が前記不応期間において開始され
た際に前記不応期間を増大させるように構成された前記制御回路と、を含む。
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　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、機械によって実行された際に前記
機械に方法を実行させる命令を含む機械可読媒体であって、前記方法は、予め埋植された
医療装置を使用することにより、患者の心臓に対して電気ペーシング治療の供給を開始す
るステップと、前記電気ペーシング治療の供給に対する時間関係において前記予め埋植さ
れた医療装置内においてブランキング期間を開始するステップであって、前記予め埋植さ
れた医療装置の１つ又は複数のセンス増幅器は、前記ブランキング期間においては無効化
される、ステップと、前記ブランキング期間において、前記予め埋植された医療装置を使
用することにより、前記患者に電気神経刺激治療を提供するステップと、を有する。
　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、ブランキング期間において前記電
気神経刺激治療が前記予め埋植された医療装置によって供給されるようにスケジューリン
グされている際に前記ブランキング期間を延長させる命令を含む。
　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、規定された最小頻拍性不整脈検出
レートに従って前記ブランキング期間の延長を制限する命令を含む。
　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、規定された時間インターバルにわ
たって前記電気神経刺激治療の一部として供給されるいくつかの神経パルスを追跡し、且
つ、前記供給された電気パルスの数が神経刺激治療供給ターゲットを下回っている際に、
前記規定された神経刺激治療供給ターゲットを満足させるために、前記予め埋植された医
療装置内において、１つ又は複数の後続のブランキング期間において前記電気神経刺激治
療の追加供給をスケジューリングする、命令を含む。
　他の例においては、本発明に係わる規定された神経刺激治療供給ターゲットは、一時間
当たりに供給される神経刺激治療電気パルスの規定された数と一日当たりに供給される神
経刺激治療電気パルスの規定された数のうちの少なくとも１つを含む。
　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、前記電気神経刺激治療の供給の際
に前記予め埋植された医療装置による頻拍性不整脈検出を中断する命令を含む。
　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、前記予め埋植された医療装置内に
おいて、下限レート又は下限レートインターバルのうちの少なくとも１つを確立し、且つ
、前記下限レート又は下限レートインターバルの規定された範囲内において前記電気ペー
シング治療を提供する際に前記電気神経刺激治療の供給を中断する、命令を含む。
　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、前記予め埋植された医療装置内に
おいて下限レート又は下限レートインターバルのうちの少なくとも１つを確立し、第２時
間インターバルにわたって前記電気神経刺激治療の一部として供給されるいくつかの電気
パルスを追跡し、且つ、前記予め埋植された医療装置が前記下限レート又は前記下限レー
トインターバルのうちの前記少なくとも１つのものの規定された範囲の外においてペーシ
ング治療を提供している際に、規定された神経刺激治療供給ターゲットを満足させるため
に、前記予め埋植された医療装置内において、前記電気神経刺激治療の追加供給をスケジ
ューリングする、命令を含む。
　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、両心室ペーシング治療の供給を開
始し、前記両心室ペーシング治療の一部として供給されるペーシングに対する時間関係に
おいて前記ブランキング期間を開始し、且つ、前記電気神経刺激治療の供給を前記ブラン
キング期間中に制限する、命令を含む。
　他の例においては、本発明に係わる機械可読媒体は、機械によって実行された際に前記
機械に方法を実行させる命令を含む機械可読媒体であって、前記方法は、予め埋植された
医療装置を使用することにより、患者の心臓に対する電気ペーシング治療の供給を開始す
るステップと、前記電気ペーシング治療の供給に対する時間関係において前記予め埋植さ
れた医療装置内において不応期間を開始するステップであって、１つ又は複数のセンス増
幅器は、前記不応期間において有効化されるが、前記１つ又は複数の増幅器によって検知
される電気信号は、前記予め埋植された医療装置によって無視される、ステップと、前記
不応期間において神経刺激治療を前記患者に提供するステップと、を有し、前記不応期間
を開始するステップは、前記不応期間において前記神経刺激治療が前記予め埋植された医
療装置によって供給されるようにスケジューリングされていない際に第１持続時間の第１
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不応期間を開始するステップと、前記不応期間において前記神経刺激治療が前記予め埋植
された医療装置によって供給されるようにスケジューリングされている際に第２持続時間
の第２不応期間を開始するステップと、を含む。
【０００６】
　本段落は、本特許出願の発明主題の概要を提供することを目的としているが、本発明の
排他的な説明もしくは余裕ない説明を提供することを目的としていない。詳細な説明の記
載は、本特許出願に関する更に詳しい情報の提供を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ＩＭＤを使用するシステムの各部分の一例を示す概略図。
【図２】複数のＩＭＤを使用するシステムの各部分の一例を示す概略図。
【図３】患者の胸部領域に埋植されたＩＭＤの一例を示す概略図。
【図４】脊髄神経を刺激するマルチ電極リード線４を示す概略図。
【図５】医療装置の動作の一例を示す電位図。
【図６】治療全体にわたる検知動作を軽減するように医療装置を動作させる方法の一例を
示すフロー図。
【図７】電気ペーシング治療と電気神経刺激治療の両方を供給すると共に治療全体にわた
る検知動作を軽減する埋め込み型医療機器（ＩＭＤ）の各部分の一例を示すブロックダイ
アグラム。
【図８】神経刺激パルスの一例を示す電位図。
【図９】両心室ペーシング治療を提供している医療装置の動作の一例を示す電位図。
【図１０】医療装置の動作の他の一例を示す電位図。
【図１１】医療装置の動作の更なる他の一例を示す電位図。
【図１２】治療全体にわたる検知動作を軽減するために医療装置を動作させる方法の一例
を示すフロー図。
【図１３】検知閾値を増大させることによって治療全体にわたる検知動作を軽減するため
の医療装置の動作の一例を示す電位図。
【図１４】治療全体にわたる検知動作を軽減するための医療装置の動作の他の一例を示す
電位図。
【図１５】治療全体にわたる検知動作を軽減するための医療装置の動作の更なる他の一例
を示す電位図。
【図１６】治療全体にわたる検知動作を軽減するための医療装置の動作の更なる他の一例
を示す電位図。
【図１７】治療全体にわたる検知動作を軽減するための１つの医療装置の動作の更なる他
の一例を示す電位図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、電気神経刺激治療法及び電気ペースイング治療法を供給するシステム及び方
法に関する。本発明に係る医療装置は、本明細書に記載されるような、一つもしくは一つ
以上の特徴、構成、方法もしくはそれらの組み合わせを含む。例えば、神経刺激装置は埋
植され、下記に記載されるような、一つもしくは一つ以上の有利な技術特徴もしくは方法
を含む。又、このような装置は埋植され、様々な治療もしくは診断機能を提供する。
【０００９】
　神経刺激治療法（ＮＳＴ）は、自律神経調整治療法（ＡＭＴ）を含む。ＡＭＴは、自律
神経系の刺激を含む。例えば、自律神経系内において神経標的の電気刺激はＡＭＴを供給
することに用いられる。
【００１０】
　自律神経系（ＡＮＳ）は、不随意筋の動きを調節する。一方、随意筋（骨格筋）の収縮
は、体性運動神経によってコントロールされる。不随意筋の例としては、呼吸器、消化器
、血管及び心臓などが挙げられる。通常、ANSは不随意な反射的な方式で機能して、内分
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泌系、皮膚、目、胃、腸、膀胱の筋肉及び心筋及び血管周囲の筋肉を調節する。
【００１１】
　ＡＮＳは、交感神経系及び副交感神経系を含む。交感神経系は、ストレスと緊密な関係
を有し、緊急事態に対して、“闘争か逃走か（ｆｉｇｈｔ ｏｒ ｆｌｉｇｈｔ）”の反応
を行う。他の効果では、“闘争か逃走か”の反応は、血圧及び心拍数を増加させることで
骨格筋への血液供給量を増加させるとともに、消化機能を減少させることで“闘争か逃走
か”にエネルギーを提供する。副交感神経系は、リラックスと緊密な関係を有し、休憩及
び消化の反応“ｒｅｓｔ ａｎｄ ｄｉｇｅｓｔ ｒｅｓｐｏｎｓｅ”を行う。その他の効
果では、血圧及び心拍数を減少させ、消化を増加させることでエネルギーを蓄える。ＡＮ
Ｓは、正常な内部機能を維持しつつ、体性運動神経と一緒に機能する。求心性神経は、興
奮を神経中枢へ伝達する。一方、遠心性神経は、興奮を神経中枢から離れさせる。
【００１２】
　交感神経系と副交感神経系を刺激する場合、心拍数、血圧及び他の生理応答が起こる。
例えば、交感神経系を刺激する場合、瞳孔が拡張し、唾液及び粘液産生が減少し、気管支
平滑筋がリラックスし、胃の不任意収縮（蠕動）及び胃運動の連続波が減少し、肝臓内の
グリコーゲンからグルコースへの変換が増加し、腎臓の尿分泌が減少し、内臓壁がリラッ
クスし、膀胱括約筋が収縮する。副交感神経系を刺激する場合（交感神経系を禁止する）
、瞳孔が収縮し、唾液及び粘液産生が増加し、気管支平滑筋が収縮し、大腸内及び胃内で
の分泌及び運動が増加し、小腸内の消化が増加し、尿分泌が増加し、内臓壁が収縮し、膀
胱括約筋がリラックスする。交感神経系及び副交感神経系と関連する機能はたくさんがあ
り、それらの合体は複雑である。
【００１３】
　副交感神経系の活動の減少は、様々な心血管疾患の増殖、悪性化を結果的にもたらす。
本発明の主題の実施形態では、ＡＭＴを用いて神経を刺激し、自律神経を調節することで
様々な心血管疾患を予防的および治療的に対応する。心血管疾患を治療する神経刺激とは
、心血管治療法（ＮＣＴ）を意味している。心血管疾患の治療に用いられる迷走神経刺激
は、迷走神経刺激治療法（ＶＳＴ）もしくは心血管治療法（ＮＣＴ）と呼ばれる。しかし
、ＶＳＴは、非心血管疾患の治療に使用することができる。ＮＣＴは、迷走神経以外の神
経刺激に使用することができる。ＶＳＴ及びＮＣＴは、ＡＭＴの一例である。
【００１４】
　ＮＣＴは、自律神経標的を刺激することで心律動異常、局所貧血、心不全（ＨＦ）、扁
桃炎、動脈硬化症、血圧などの治療を提供することは例として記載されるが、それに限定
されるものではない。又、ＮＣＴを供給する自律神経標的は、迷走神経、迷走神経分枝、
頚動脈洞神経、頸動脈洞もしくは肺動脈内の圧受容器などの圧受容器、化学受容器、心膜
脂肪パッド、脊柱もしくは脊柱から延長された神経根などを含むことは例として記載され
るが、それに限定されるものではない。心血管疾患もしくは疾患の状況は、高血圧症、心
不全及び心臓リモデリングを含む。これらの疾患の状況は以下のように詳細に説明する。
【００１５】
　高血圧症は、心臓病及び他の関連心臓共存症の一因となる。血管が収縮する時、高血圧
が発生する。結果として、心臓はより高い血圧を維持するため、より激しく働ければいけ
ない。それは、心不全を結果的にもたらす。高血圧症とは、全体として、高血圧を意味し
ている。例えば、全身系動脈血圧が一時的に正常範囲を超え、もしくは、正常範囲を超え
て高い状態に維持される時、心血管損傷もしくは他の副作用を誘起すること可能性がある
。高血圧は、収縮期血圧が１４０ｍｍＨｇ（１８６６５．１３１６Ｐａ）以上、もしくは
拡張期血圧が９０以上にあると定義される。コントロールできない高血圧の結果は、網膜
血管疾患及び脳卒中、左室肥大及び左室不全、心筋梗塞、解離性動脈瘤及び腎血管疾患を
含むが、それに限定されるものではない。ペースメーカーもしくは除細動器が埋植された
大量の患者はもちろん、大量の一般人も高血圧を罹っている。血圧及び高血圧が低減され
れば、これらの人々の生活の品質はもちろん、長期的な死亡率も、改善される。高血圧を
罹っている大量の患者は、生活習慣改善及び高血圧薬などの治療に反応しない。
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【００１６】
　心不全（ＨＦ）とは、臨床症候群を意味している。臨床症候群の心機能は、末梢組織の
代謝要求に応える必要である水準を下回る正常な心拍出量より低い心拍出量の結果をもた
らす。心不全（ＨＦ）は、静脈及び肺鬱血を伴い、それらに起因した鬱血性心不全（ＣＨ
Ｆ）として表している。心不全（ＨＦ）は、虚血性心疾患などの様々な病因に起因したも
のであろう。心不全（ＨＦ）の患者は、左心室機能不全及び高い死亡率と関連する自律神
経バランスの障害を有する。
【００１７】
　心臓リモデリングとは、心筋梗塞（ＭＩ）もしくは心拍出量の減少の他の原因を結果的
にもたらす可能性がある構造因子、神経ホルモン及び電気生理学的因子を含む心室に対し
て、複雑なリモデリング処理を意味している。心室リモデリングは心室の拡張期充満圧を
増加させることによって所謂前負荷（例えば、心室は拡張期の末期において心室内の血液
容量により広げられる程度）を増加させる所謂後方障害に起因した心拍出量を増加させる
ように作用する生理学補償メカリズムによって影響される。前負荷の増加は、フランク・
スターリングの心臓の法則として知られる現象である心臓収縮期において一回心拍出量の
増加を結果的にもたらす。心室は一定期間にわたって前負荷の増加に起因して広げられる
際に、心室はより広くなった。心室の容量の拡張は、所定の心臓収縮の圧力において心室
壁の圧力の増加を結果的にもたらす。これは、心室によって完成した圧容積仕事の増加に
加えて、心室心筋の肥大への刺激として作用する。心室拡張のデメリットは正常な残留心
筋に対して付加的な負担を与えるとともに、心臓肥大への刺激を代表する心室壁の張力を
増加させることである。心室肥大は増加した張力に充分にマッチできない場合、更なる進
行性拡張を結果的にもたらす悪循環は起こる可能性がある。心臓は拡張を始める際に、求
心性圧受容器及び心肺受容器の信号は、ホルモン分泌及び交感神経放電に反応する血管運
動中枢神経系のコントロールセンタに伝送される。血行動態、交感神経系及びホルモンの
変調（例えば、アンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）活動の存在もしくは非存在）の組み
合わせは心室リモデリングに含まれる細胞組織内の有害な変調の原因となる。心臓肥大の
原因となる持続したストレスは、心筋細胞のアポトーシス（例えば、プログラム細胞死）
及び心臓機能の更なる悪化を結果的にもたらす結果性壁厚減少を誘導する。従って、たと
え、心室拡張及び心臓肥大は、まず代償性を有し、心出拍量を増加させても、この処理は
、最後に収縮及び拡張機能障害を結果的にもたらす。これは、心筋梗塞（ＭＩ）前期及び
心不全患者の死亡率の増加と正的に関連している心室リモデリングの程度を表している。
【００１８】
　図１は、ＩＭＤ１１０を使用するシステムの各部分の一例の図である。図示の例におい
ては、システムは、ＮＳＴ（例えば、ＡＭＴ）と心臓機能管理（Ｃａｒｄｉａｃ Ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ：ＣＦＭ）の組合せを提供する。ＩＭＤ１１０は、Ｎ
ＳＴを提供するための１つ又は複数のリード線１０８Ｃを含んでもよい。神経刺激リード
線１０８Ｃは、神経系の特定のエリアに対して治療を提供するべく配置されるように設計
されており、且つ、１つ又は複数の電極１６０を含む。リード線の電極は、電気刺激が血
管壁を通過して神経を刺激するように、神経中枢又は神経束近傍の血管内に位置決めする
ことができる。例えば、神経刺激リード線１０８Ｃは、頸静脈内において位置決めされて
もよい。
【００１９】
　その他の配置には、神経刺激リード線を頸動脈鞘の近傍において位置決めするステップ
を伴う。頸動脈鞘は、頸静脈及び頸動脈を収容する首内部の血管腔隙を取り囲む繊維質の
接続組織である。これらの電極構成は、迷走神経近傍における配置に有用であろう。圧反
射刺激を提供するシステム及び方法の説明については、２００８年５月２３日付けで出願
され、且つ、「心臓の活動に基づいた自動圧反射調節（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｂａｒｏｒ
ｅｆｌｅｘ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｃａｒｄｉａｃ Ａｃｔｉｖｉｔｙ
）」という名称のリバス（Ｌｉｂｂｕｓ）他による米国特許第８，０００，７９３号明細
書において見出すことが可能であり、この内容は、引用により、そのすべてが本明細書に
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包含される。
【００２０】
　ＩＭＤ１１０は、間欠的な神経刺激を供給してもよい。例えば、間欠的神経刺激は、心
不全及び高血圧症などの慢性疾病を治療するために供給されてもよい。間欠的神経刺激は
、刺激期間のデューティサイクルを使用することにより、供給することができる。それぞ
れのデューティサイクルは、一連の神経刺激パルスを含むことができる。デューティサイ
クル及び刺激期間は、神経刺激治療（Ｎｅｕｒａｌ Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ Ｔｈｅｒａ
ｐｙ：ＮＳＴ）の全体を通じて一定である必要はない。例えば、デューティサイクルの持
続時間及び周波数は、ＮＳＴの強度を調節するために調節することができる。又、デュー
ティサイクルの開始及び停止は、有効化条件に依存するようにすることもできる。デュー
ティサイクル及び／又は刺激期間は、すべての後続の刺激期間内において調節することが
できる。本明細書に明示的に特記されていない限り、「刺激期間」及び「デューティサイ
クル」は、正確な周期的方式によって神経刺激を結果的にもたらす一定値の包含のみを意
図したものではなく、むしろ、間欠的神経刺激を含むことを意図しており、この場合には
、治療に有効な又は予防に有効な神経刺激が、所定時間にわたって供給され、且つ、次い
で、所定時間にわたって供給されず、且つ、次いで、所定時間にわたって供給される。電
気刺激の際には、例えば、刺激のデューティサイクルにおいて、一連の神経刺激パルス（
電流又は電圧）を供給することができる。
【００２１】
　又、ＩＭＤ１１０は、ＣＦＭをも提供し、ＣＦＭは、心臓ペーシング治療、カルジオバ
ージョン又は除細動治療、及び心臓再同期化治療（Ｃａｒｄｉａｃ Ｒｅｓｙｎｃｈｒｏ
ｎｉｚａｔｉｏｎ Ｔｈｅｒａｐｙ：ＣＲＴ）のうちの１つ又は複数を含むことができる
。又、このシステムは、例えば、高周波（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：ＲＦ）信号
、誘導信号、又はその他の遠隔計測信号を使用することにより、ＩＭＤ１１０との間にお
いて無線信号１９０を伝達するＩＭＤプログラマ又はその他の外部システム１７０を含む
こともできる。外部システム１７０は、コンピュータネットワーク又はセルラー電話ネッ
トワークなどのネットワークを介して遠隔システムと通信する外部システムを含むことが
できる。いくつかの例においては、遠隔システムは、患者に管理機能を提供し、且つ、そ
の機能を実行するための１つ又は複数のサーバーを含んでもよい。
【００２２】
　ＩＭＤ１１０は、ＩＭＤを心臓１０５に結合するための１つ又は複数の心臓リード線１
０８Ａ、１０８Ｂを含むことができる。心臓リード線１０８Ａ、１０８Ｂは、ＩＭＤ１１
０に結合された基端部と、心臓１０５の１つ又は複数の部分に電気接点又は「電極」によ
って結合された先端部と、を含むことができる。電極は、カルジオバージョン、除細動、
ペーシング、又は再同期化治療、或いは、これらの組合せを心臓１０５の少なくとも１つ
の房（室）に対して供給するように構成されている。電極をセンス増幅器に電気的に結合
することにより、電気心臓信号を検知することができる。しばしば、検知回路及び電極は
、チャネルと呼ばれる。例えば、心房内において信号を検知するために使用される回路は
、心房検知チャネルと呼ばれ、且つ、心室内において信号を検知するために使用される回
路は、心室検知チャネルと呼ばれる。１つ又は複数の検知電極の位置に起因して方向が考
慮された際には、検知チャネルを検知ベクトルと呼ぶこともできる。検知回路は、検知さ
れた信号を開始及び検出するための装置に基づいたロジックを提供するソフトウェア又は
ファームウェアを含んでもよい。
【００２３】
　検知された電気心臓信号をサンプリングして電位図（しばしば、ｅグラムと呼ばれる）
を生成することができる。電位図は、ＩＭＤによって分析することが可能であると共に／
又はＩＭＤ内に保存することが可能であり、且つ、後から、外部システム１７０に伝達す
ることも可能であり、そこで、サンプリングされた信号を分析のために表示することがで
きる。
【００２４】
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　心臓１０５は、右心房１００Ａ、左心房１００Ｂ、右心室１０５Ａ、及び左心室１０５
Ｂを含む。右心房（Ｒｉｇｈｔ Ａｔｒｉａｌ：ＲＡ）リード線１０８Ａは、信号を検知
するために、又は右心房１００Ａにペーシング治療を供給するために、或いは、これらの
両方のために、心臓１０５の右心房１００Ａ内に配設された電極（リング電極（図示せず
）及び先端電極１３５などの電気接点）を含む。
【００２５】
　右心室（Ｒｉｇｈｔ Ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ：ＲＶ）リード線１０８Ｂは、信号を検
知するための、ペーシング治療を供給するための、或いは、信号の検知及びペーシング治
療の供給の両方のための、先端電極及びリング電極などの１つ又は複数の電極を含む。又
、右心室（ＲＶ）リード線１０８Ｂは、任意選択により、心房カルジオバージョン、心房
除細動、心室カルジオバージョン、心室除細動、又はこれらの組合せを心臓１０５に提供
するためのＲＶコイル電極１７５などの更なる電極をも含む。これらの電極は、除細動に
伴う相対的に大きなエネルギーを処理するために、先端電極及びリング電極などのペーシ
ング電極よりも大きな表面を有してもよい。
【００２６】
　ＲＶコイル電極１７５と、封止されたＩＭＤハウジング、即ち筐体（ｃａｎ）１５０上
に形成された電極と、を使用することにより、高エネルギーショック治療を供給すること
ができる。いくつかの例においては、ショック治療は、ＲＶコイル電極１７５と、ＲＶコ
イル電極１７５に近接配置されると共に上大静脈（Ｓｕｐｅｒｉｏｒ Ｖｅｎａ Ｃａｖａ
：ＳＶＣ）内に配置されるように構成（例えば、成形及びサイズ設定）された第２除細動
コイル電極（図示せず）を使用することにより、供給される。いくつかの例においては、
ＳＶＣコイル電極及び筐体電極（ｃａｎ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）は、ＲＶコイル電極１７
５からの電流を心室心筋上において相対的に均一に供給することによって除細動を改善す
るべく、電気的に１つに結束されている。
【００２７】
　右心室（ＲＶ）リード線１０８Ｂは、任意選択により、再同期化治療を心臓１０５に提
供する。再同期化治療は、通常、心室間における脱分極のタイミングを相対的に良好に同
期化させるために、心室に供給される。再同期化治療は、付随するＬＶリード線（図示せ
ず）を伴う状態で又は伴うことなしに、供給することができる。
【００２８】
　図２は、２つのＩＭＤを使用するシステムの各部分の一例の図である。別個のＩＭＤを
使用して神経刺激治療及び心臓刺激治療を提供する。第１ＩＭＤ２１０は、心臓信号の検
知及び心臓リード線２０８Ａ及び２０８Ｂを使用した心臓治療の提供を通じてＣＦＭを提
供する。第２ＩＭＤ２１２は、神経刺激リード線２０８Ｃに結合されており、且つ、患者
にＮＳＴを提供する。外部システム１７０は、装置パラメータの設定及びデータの収集な
どの機能を実行するために、２つのＩＭＤとの間において無線信号を伝達する。いくつか
の例においては、２つのＩＭＤは、互いに無線で通信している。
【００２９】
　カフ電極を使用して神経中枢を刺激してもよい。図３は、患者３０３の胸部領域に埋植
されたＩＭＤ３１０の別の例の図である。この図は、患者の心臓３０５のみならず、左肺
３０４及び右肺３０６をも、示している。又、左横隔神経３３４及び右横隔神経３３６の
図も示されている。ＩＭＤ３１０は、患者３０３の胸部領域に埋植された状態において示
されている。この例においては、ＩＭＤ３１０は、１つ又は複数の皮下リード線３０８に
結合されている。皮下リード線３０８は、横隔神経に接触する電極を収容する１つ又は複
数の神経の上方に位置したカフ３２２及び３２４又はカラーを含むことができる。又、カ
フ電極を使用して迷走神経に接触すると共にこれを刺激することもできる。
【００３０】
　図４は、脊髄と関連する神経を刺激するマルチ電極リード線４０８の図を示している。
リード線及び電極は、脊髄と同一の縮尺で描画されてはいないことに留意されたい。又、
マルチ電極リード線４０８を奇静脈内に配設し、脊髄と関連する神経を刺激してもよい。
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マルチ電極リード線４０８を使用して神経刺激パルスを供給することにより、脊髄から分
岐する交感神経における交感活動を減少させることも可能であり、且つ、脊髄から分岐す
る交感神経における交感活動を増大させることもできる。神経刺激のためのその他の供給
サイトには、例えば、大静脈及び心臓脂肪体が含まれる。
【００３１】
　添付図面には、リード線及び電極の特定の構成が示されているが、本方法及びシステム
は、様々な構成において、且つ、様々な電極を伴って、動作することに留意されたい。Ｉ
ＭＤは、経静脈、心内膜、及び心外膜電極（即ち、胸郭内電極）、並びに／或いは、筐体
、ヘッダ、及び不関電極を含む皮下非胸郭内電極、並びに、皮下アレイ又はリード線電極
（即ち、非胸郭内電極）を含む様々な電極構成を有するように構成することができる。そ
の他の形態の電極には、ＩＭＤによって生成される電流の「操向」を支援するために心臓
又は神経の各部分に適用可能な又は身体のその他のエリア内に埋植可能なメッシュ及びパ
ッチが含まれる。
【００３２】
　ＣＦＭ治療を受けている患者にＮＳＴを提供することにより、ＣＦＭ検知回路によって
検知可能な電気的アーチファクトが混入するという懸念が存在している。例えば、ＡＭＴ
及びＣＦＭの組合せを提供する装置においては、神経刺激を提供する回路が、装置の共通
電気接地を通じて、或いは、ＡＭＴの定電流刺激及び電荷回復刺激（ｃｈａｒｇｅ ｒｅ
ｓｔｏｒｉｎｇ ｓｔｉｍｕｌｕｓ）の遠距離場検知を通じて、ＣＦＭ検知回路による検
知に対して影響を及ぼす場合がある。ＡＭＴを別個の装置によって提供することにより、
遠距離場検知を通じて、ＣＦＭ装置による検知に対して影響が及ぶ場合がある。検知され
た信号アーチファクトを電気的な心臓の活動として解釈する場合があり、この結果、適切
なＣＦＭ治療が提供されない場合がある。
【００３３】
　ＣＦＭ動作がスケジューリング（プログラム）されている際にのみ治療を提供してＣＦ
Ｍ治療の供給に起因してＣＦＭ検知機能をターンオフ又は極小化することにより、ＮＳＴ
の過検知を軽減することができる。いくつかのＣＦＭ装置は、ペーシングパルスの供給の
際に且つその後の所定期間にわたって、或いは、固有イベント（例えば、心室脱分極）の
検出の際に又はその後の所定期間にわたって、検知回路のセンス増幅器をブランキングし
てもよい。センス増幅器をブランキングすることにより、ペーシングパルス又は固有イベ
ントに起因した遠距離場信号の検知を回避する。このブランキング期間においては、セン
ス増幅器を無効にし、検知された信号による検知回路のスワンピング（例えば、センス増
幅器のハイレール又はローレールへの駆動）を防止する。ブランキングにより、センス増
幅器は、ペーシング又は固有イベントにおいて動作した場合よりも、相対的に迅速に検知
を再開することができる。
【００３４】
　又、ＣＲＭ装置は、ペーシングパルス又は固有インベントとの関係において房（室）に
跨る不応期間（ｃｒｏｓｓ ｃｈａｍｂｅｒ ｒｅｆｒａｃｔｏｒｙ ｐｅｒｉｏｄ）を導
入してもよい。不応期間においては、センス増幅器は、有効化されるが、検知回路からの
すべての出力は、ＣＲＭ治療の決定を下す際に使用される装置ロジックによって無視され
る。不応期間は、１つの心臓の房（室）（例えば、心室）内におけるペーシングパルス又
は固有イベントからの遠距離場信号が、別の心臓の房（室）（例えば、心房）内において
発生する心臓の活動として検知回路によって解釈されることを防止するためのものである
。これらのブランキング期間及び不応期間のうちの１つ又は両方においてのみＮＳＴを供
給することにより、ＣＦＭ検知回路による不適切な検知と、ＣＦＭ治療回路による不適切
な治療とが軽減されることになろう。
【００３５】
　図５は、１つ又は複数の医療装置の動作の一例の図である。上部波形５０５は、神経調
節治療用の刺激パルスの供給を表している。中間波形５１０は、心房内において検知され
たフィルタリング済みの心臓活動信号を表している。下部波形５１５は、心室内において
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検知されたフィルタリング済みの心臓活動信号を表している。中間波形５１０に示されて
いる心房活動は、１分当たりに６０パルス（６０ｐｐｍ）において心房に除脈ペーシング
を提供した結果として得られる心房脱分極である。心房ペーシング（ａｔｒｉａｌ ｐａ
ｃｅ：ＡＰ）の結果として、ブランキング期間５２０が心房検知チャネルにおいて開始さ
れている。上部波形５０５は、心房ブランキング期間において供給される神経刺激パルス
を示している。
【００３６】
　下部波形５１５に示されている心室活動は、検知された固有の心室脱分極活動（ＶＳ）
と、心室に供給されたペーシングパルスの結果として得られた心室脱分極（ＶＰ）と、を
示している。心房のペーシングから心室の検知イベントまでの心房－心室（Ａ－Ｖ）時間
インターバルは、１２０ミリ秒（１２０ｍｓ）であり、且つ、心房のペーシングから心室
のペーシングまでのＡ－Ｖインターバルは、１５０ｍｓである。心室ブランキング期間５
２５は、固有の心室イベント（ＶＳ）の後には、開始されておらず、従って、神経刺激は
、上部波形５０５において供給されるものとして示されてはいないことに留意されたい。
心室ブランキング期間５２５は、ペーシングされた心室イベント（ＶＰ）の後に開始され
ており、且つ、上部波形５０５は、心室ブランキング期間５２５において供給される神経
刺激パルスを示している。いくつかの例においては、神経刺激パルスは、心房ペーシング
の結果として開始されるブランキング期間においてのみ供給される。いくつかの例におい
ては、神経刺激パルスは、心室ペーシングの結果として開始されるブランキング期間にお
いてのみ供給される。いくつかの例においては、神経刺激パルスは、心房ペーシングの結
果として開始されるブランキング期間と心室ペーシングの結果として開始されるブランキ
ング期間の両方において供給される。
【００３７】
　神経刺激パルスは、ペーシングイベントによってトリガすることが可能であり、且つ、
ブランキング期間と同時に発生するようにタイミング設定することができる。ＣＦＭ機能
とＡＭＴ機能を１つの装置によって実行する場合には、その装置は、神経刺激がブランキ
ング期間において発生するように、ペーシングパルスとの間においてタイミング設定され
た関係において神経刺激をトリガすることができる。ＣＦＭ機能とＡＭＴ機能が２つの装
置によって実行される場合には、ＡＭＴ装置は、ＣＦＭ装置によるペーシング刺激を検知
するように構成された検知回路を含んでもよく、且つ、ＡＭＴ装置は、検知されたペーシ
ングパルスに応答して神経刺激をトリガしてもよい。ＣＦＭ装置とＡＭＴが通信すること
ができる場合には、通信を使用し、ＣＦＭ機能とＡＭＴ機能を調整することができる。通
信は、双方向の無線通信であってもよい。特定の例においては、通信は、単一方向通信及
び有線通信のうちの１つ又は両方を含むことができる。
【００３８】
　図６は、治療全体にわたる検知動作を軽減するように１つ又は複数の医療装置を動作さ
せる方法の一例６００のフロー図を示している。ブロック６０５において、ＩＭＤを使用
することにより、患者の心臓に対する電気ペーシング治療の供給が開始されている。ブロ
ック６１０において、電気ペーシング治療の供給又は固有活動の検出に対する時間関係に
おいて、ＩＭＤ内において、ブランキング期間又は不応期間のうちの少なくとも１つが開
始されている。ＩＭＤの１つ又は複数のセンス増幅器は、ブランキング期間において無効
にされる。ブロック６１５において、ブランキング期間において、同一のＩＭＤ又は別個
のＩＭＤを使用することにより、電気神経刺激治療が患者に対して提供されている。
【００３９】
　図７は、電気ペーシング治療と電気神経刺激治療の両方を供給すると共に治療全体にわ
たる検知動作を軽減するＩＭＤの各部分のブロックダイアグラムの一例を示している。こ
の装置は、心臓信号検知回路７０５と、治療回路７１０と、を含む。心臓信号検知回路７
０５は、患者の心臓の心房又は心室のうちの少なくとも１つからの電気心臓信号を検知す
るように構成されており、且つ、少なくとも１つのセンス増幅器７１５を含む。治療回路
７１０は、電気ペーシング治療を心臓の心房又は心室のうちの少なくとも１つに提供する
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ように構成されている。治療回路７１０は、治療を供給するために心房又は心室の内部に
又はその近傍に配置されるように構成された電極に対して電気的に結合させることができ
る。又、治療回路７１０は、電気ＮＳＴを患者に提供するようにも構成されている。
【００４０】
　図８は、神経刺激パルス８０５の一例を示している。いくつかの例においては、神経刺
激パルス８０５は、２つの部分を伴うことができる。第１部分８１０は、定電流振幅の電
流パルスである。第２部分８１５は、電荷回復刺激を含む。いくつかの例においては、第
１部分８１０の振幅は、プログラム可能である。
【００４１】
　図７を再度参照すれば、装置は、心臓信号検知回路７０５及び治療回路７１０に通信自
在に結合された制御回路７２０をも含む。通信自在の結合により、介在する回路が存在し
てもよいにも拘わらず、電気信号を心臓信号検知回路７０５、治療回路７１０、及び制御
回路７２０の間において伝達することができる。制御回路７２０は、マイクロプロセッサ
、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）、又はソフトウェアモジュ
ール又はファームウェアモジュール内の命令を解釈又は実行するその他のタイプのプロセ
ッサなどのプロセッサを含むことができる。制御回路７２０は、記述されている機能を実
行するためのその他の回路又はサブ回路を含むことができる。これらの回路は、ソフトウ
ェア、ハードウェア、ファームウェア、又はこれらの任意の組合せを含んでもよい。必要
に応じて、回路又はサブ回路のうちの１つ又は複数のものの内部において、複数の機能を
実行することができる。
【００４２】
　制御回路７２０は、制御回路７２０と一体であるか又はこれに対して通信自在に結合さ
れたメモリ内に保存されている刺激スケジュールなどの刺激命令に従って治療回路７１０
によって供給される神経刺激を制御するように構成（例えば、プログラム）されている。
ＮＳＴは、刺激バーストとして供給することが可能であり、刺激バーストは、既定の周波
数を有する一連の刺激パルスである。刺激バーストは、バースト持続時間及びバーストイ
ンターバルによって特徴付けることができる。バースト持続時間とは、バーストが持続す
る時間の長さである。バーストインターバルは、連続したバーストの開始の間の時間によ
って識別することができる。構成されたバーストのパターンは、バースト持続時間とバー
ストインターバルの任意の組合せを含むことができる。１つのバースト持続時間及びバー
ストインターバルを有する単純なバーストパターンが、プログラムされた期間にわたって
周期的に継続することも可能であり、或いは、相対的に複雑なスケジュールに追随するこ
ともできる。構成されたバーストのパターンを複数のバースト持続時間及びバーストイン
ターバルシーケンスから構成することもできる。構成されたバーストのパターンは、デュ
ーティサイクルによって特徴付けることが可能であり、デューティサイクルとは、固定さ
れた時間にわたる神経刺激ＯＮと、固定された時間にわたる神経刺激ＯＦＦと、の反復サ
イクルを意味している。メモリは、治療フィードバックを受け取ると共にフィードバック
に基づいてＮＳＴを提供するように制御回路７２０によってプログラム可能である命令を
含んでもよい。振幅、周波数、波の形状、バースト周波数、デューティサイクル、及び／
又は持続時間のうちの１つ又は複数を制御回路７２０によって調節することができる。
【００４３】
　制御回路７２０は、電気ペーシング治療の供給を開始すると共に電気ペーシング治療の
供給に対する時間関係においてブランキング期間を開始するように、構成されている。図
７との関係において上述したように、１つ又は複数のセンス増幅器７１５は、ブランキン
グ期間において無効化される。制御回路７２０は、ブランキング期間において、患者に対
する電気ＮＳＴの供給を開始する。いくつかの例においては、制御回路７２０は、ブラン
キング期間において、ＮＳＴの供給を選択的に開始する。
【００４４】
　いくつかの例においては、制御回路７２０は、規定されたレート検出閾値を満足する心
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拍数を検出することにより、或いは、規定されたインターバル閾値を満足する心拍インタ
ーバルを検出することにより、頻拍性不整脈を検出する頻拍性不整脈検出回路７３５を含
む。制御回路７２０は、頻拍性不整脈検出回路７３５が頻拍性不整脈の症状を検出した際
に、ＮＳＴの供給を中断又は無効化してもよい。神経治療の供給は、検出後期間、ショッ
ク後期間、及び規定された再検出期間のうちの１つ又は複数の期間において、無効化され
てもよい。
【００４５】
　いくつかの例においては、制御回路７２０は、スケジュールに従ってＮＳＴの供給を選
択的に開始している。いくつかの例においては、制御回路７２０は、治療がスケジューリ
ングされていると共にＮＳＴがブランキング期間において開始された際に、ブランキング
期間を変更している（例えば、ブランキング期間を延長している）。ブランキング期間の
延長は、治療に跨る過検知を更に低減するために有用であろう。
【００４６】
　いくつかの例においては、ブランキング期間を延長する量を制限してもよい。例えば、
ブランキング期間の持続時間は、規定された頻拍性不整脈検出レート又はレート検出イン
ターバルに従って制限されてもよい。例えば、心室チャネル内におけるブランキング期間
の延長は、ペーシングされた心房イベントの結果としてブランキング期間が開始される際
に、制限されてもよい。これは、頻拍性不整脈を通知しうる心室レートの検出を許容する
ために実行される。この制限は、装置により、或いは、可変ブランキング期間を埋植可能
装置内にプログラムする外部システムにより、実行してもよい。
【００４７】
　但し、臨床環境などのいくつかの状況においては、医療装置は、治療目的を満足させる
ために、頻拍性不整脈検出を遅延させるか又は取り止めるように構成されてもよい。従っ
て、制御回路７２０は、ＮＳＴの供給の際に、頻拍性不整脈検出回路７３５による頻拍性
不整脈検出を遅延させてもよい。この遅延は、神経調節治療の手動による有効化、装置に
よる神経治療の半自動的な有効化、又は装置による治療の自動的な有効化のうちの１つ又
は複数に応答するものであってもよい。特定の例においては、神経治療を供給しつつ、数
秒（例えば、５秒、１０秒、３０秒など）だけ、頻拍性不整脈を遅延させることができる
。特定の例においては、神経治療をデューティサイクル化させることにより、神経調節治
療において、ある程度の頻拍性不整脈検出に対応している。このデューティサイクル化は
、ＮＳＴが無効化されると共に頻拍性不整脈検出が有効化される時間に対する神経調節治
療が有効化されると共に頻拍性不整脈検出が無効化される時間の比率（例えば、０．２、
０．２５、０．３３、０．５という比率など）を含むことができる。
【００４８】
　いくつかの例によれば、治療回路７１０は、両心室ペーシング治療を提供している。図
９は、１つ又は複数の医療装置の動作の一例の別の図である。図９の図は、固有イベント
が検知されないことによってＡ－Ｖ遅延カウンタがタイムアウトした場合に両心室ペーシ
ング（ＢｉＶＰ）が提供されるという点を除いて、図５の例の図に類似している。心臓の
両方の心室がペーシングされており、且つ、制御回路７２０は、両心室ペーシング治療の
一部として供給されるペーシングに対する時間関係においてブランキング期間を開始して
いる。
【００４９】
　いくつかの例においては、図７の装置は、センス増幅器を含む心房検知チャネルと、こ
ちらもセンス増幅器を含む少なくとも１つの心室検知チャネルと、を含む。センス増幅器
は、ブランキング期間において無効化される。いくつかの例においては、両心室ブランキ
ング期間は、単一心室の心室ペーシングにおけるブランキング期間よりも長くてもよい。
相対的に長いブランキング期間を活用するべく、制御回路７２０は、図９の波形９０５に
示されているように、ブランキング期間において、ＮＳＴを患者に対して提供して相対的
に長い両心室ブランキング期間を活用している。いくつかの例においては、ＮＳＴの供給
は、両心室ブランキング期間中に制限されている。
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【００５０】
　いくつかの例によれば、制御回路７２０は、電気ペーシング治療の供給に対する時間関
係において不応期間を開始している。不応期間においては、１つ又は複数のセンス増幅器
７１５は、その不応期間において有効化されるが、センス増幅器によって検知される電気
信号は、ＣＲＭ治療の決定を下す際に使用される装置ロジックによって無視される。ＣＦ
Ｍ装置内においてタイミング設定される不応期間は、心筋の不応期間と同時に発生するよ
うに実装することができる。心筋の不応期間は、心筋が固有の又は非固有の刺激に対して
まったく応答できない活動電位の開始後の時間に対応している。
【００５１】
　図１０は、１つ又は複数の医療装置の動作の一例の別の図を示している。その他の例と
同様に、上部波形１００５は、神経刺激パルスの供給を表している。中間波形１０１０は
、心房内において検知されたフィルタリング済みの心臓活動信号を表している。下部波形
１０１５は、心室内において検知されたフィルタリング済みの心臓活動信号を表している
。但し、この例においては、第１心房活動は、検知された固有の心臓脱分極（ＡＳ）であ
り、且つ、第１心室脱分極も、検知された固有の脱分極（ＶＳ）である。この例において
は、ペーシングされたイベントが存在しないため、制御回路７２０は、固有の心房及び心
室脱分極についてブランキング期間を開始していない。この例においては、制御回路７２
０は、検知された心房脱分極に応答して心房検知チャネルの不応期間１０３０を開始して
おり、且つ、固有の心室脱分極に応答して心室検知チャネルの不応期間１０３５を開始し
ている。
【００５２】
　この例の中間波形１０１０は、固有心房イベントの後の１０００ｍｓにおいて発生する
心房ペーシングイベントを示しており、且つ、下部波形１０１５は、心房ペーシングイベ
ントに後続する両心室ペーシングイベントを示している。制御回路７２０は、ペーシング
されたイベントの後に、心房チャネルブランキング期間１０２０及び心室チャネルブラン
キング期間１０２５を開始してもよい。いくつかの例においては、制御回路７２０は、ペ
ーシングされたイベントに応答して、心房検知チャネルの不応期間１０３０及び心室検知
チャネルの不応期間１０３５を開始してもよい。心房検知チャネルのセンス増幅器及び心
房検知チャネルのセンス増幅器からの出力は、不応期間においては、無視される。不応期
間は、ブランキング期間と同一の時点において開始されるものとして示されているが、セ
ンス増幅器がブランキング期間において無効化されることから、これは、必須ではない。
【００５３】
　制御回路７２０は、不応期間において、患者に対するＮＳＴを選択的に開始することが
できる。上部波形１００５に示されているように、制御回路は、心室イベントと関連する
ブランキング期間及び不応期間のうちの１つ又は両方において、患者に対するＮＳＴを開
始してもよい。いくつかの例においては、制御回路７２０は、ＮＳＴが不応期間において
開始される際に、不応期間を増大させてもよい。ブランキング期間と同様に、装置は、不
応期間の増大又は延長を制限して頻拍性不整脈の検出に影響が及ぶことを回避してもよい
。
【００５４】
　いくつかの例によれば、制御回路７２０は、すべてのチャネルをブランキング状態又は
不応状態に設定する任意のＣＦＭイベントにおいて、ＮＳＴの供給を開始している。これ
が図１１の例に示されている。図１０と同様に、第１ＣＦＭイベントは、検知された固有
の心房脱分極及び検知された固有の心室脱分極であり、且つ、第２ＣＦＭイベントは、ペ
ーシングされた心房脱分極及びペーシングされた両心室脱分極を含む。図７の制御回路７
２０は、心房及び心室検知チャネルの両方が不応状態に設定されていることに起因して心
室検知イベントと関連する不応期間１１３０及び１１３５においてＮＳＴの供給を開始し
ている。又、制御回路７２０は、心房検知チャネルと心室検知チャネルの両方がブランキ
ング状態又は不応状態にあるために、心房ペーシングイベント及び心室ペーシングイベン
トと関連するブランキング期間１１２０、１１２５及び不応期間１１３０、１１３５のう



(17) JP 5873932 B2 2016.3.1

10

20

30

40

50

ちの１つ又は両方においてＮＳＴを開始している。制御回路７２０は、ＮＳＴがブランキ
ング期間及び不応期間において供給されることになる場合には、１つ又は複数のブランキ
ング期間及び不応期間の持続時間を変更してもよい。
【００５５】
　ＮＳＴは、例えば、一日当たりに供給される刺激パルスのターゲット数などのターゲッ
ト投与量に従って供給することができる。いくつかの例においては、制御回路７２０は、
カウンタ回路７２５と、タイマ回路７３０と、を含む。カウンタ回路７２５及びタイマ回
路７３０は、制御回路７２０と一体的なものであってもよく、或いは、これに対して通信
自在に結合されてもよい。制御回路７２０は、カウンタ回路７２５及びタイマ回路７３０
を使用することにより、規定された時間インターバルにわたって供給される神経刺激治療
パルスの数を追跡する。神経刺激パルスがブランキング期間において供給されていた場合
には、制御回路７２０は、供給された神経刺激治療パルスの数が規定された神経刺激治療
供給ターゲットを下回っている際には、規定された神経調節治療供給ターゲットを満足さ
せるために、少なくとも１つの後続のブランキング期間においてＮＳＴの追加供給を開始
する。換言すれば、神経刺激は、治療供給ターゲットに追い付くように、後続するブラン
キング期間（並びに、不応期間）を使用することにより、供給される。規定された供給タ
ーゲットのいくつかの例には、一時間当たりに供給される神経刺激治療電気パルスの規定
された数と、一日当たりに供給される神経刺激治療電気パルスの規定された数と、が含ま
れる。
【００５６】
　ＡＭＴの可能な副作用は、患者の固有のレートが、装置の下限レートにまで引き下げら
れる場合があるという点にある。下限レートは、しばしば、心室補充収縮間隔（ｖｅｎｔ
ｒｉｃｕｌａｒ ｅｓｃａｐｅ ｉｎｔｅｒｖａｌ）と呼ばれる。いくつかの例においては
、制御回路７２０は、固有の心臓の活動が存在していない状態において、下限レートにお
いて、或いは、下限レートインターバルの満了の際に、心房又は心室のうちの少なくとも
１つに対するペーシング治療を開始するように構成されている。ＡＭＴを通じて患者の脱
分極レートを下限レートまで引き下げることを回避するために、制御回路７２０は、下限
レート又は下限レートインターバルの規定された範囲内においてペーシング治療を開始す
る際に、ＮＳＴの供給を中断する。特定の例においては、規定された範囲は、下限レート
を中心として１分当たりに５拍動（ｂｐｍ）以内であり、且つ、特定の例においては、規
定された範囲は、下限レートを中心として１０ｂｐｍ以内である。
【００５７】
　制御回路７２０が、規定された神経調節治療供給ターゲットを満足させるために、規定
された時間インターバルにわたって供給されるいくつかの神経刺激治療パルスを追跡して
いる場合には、制御回路７２０は、ＩＭＤが下限レート又は下限レートインターバルの規
定された範囲の外においてペーシング治療を提供している際にのみ、規定されたターゲッ
トを満足させるために、神経刺激治療の任意の追加供給を開始してもよい。
【００５８】
　いくつかの例によれば、装置は、抗頻拍性不整脈ペーシング（Ａｎｔｉ－Ｔａｃｈｙａ
ｒｒｈｙｔｈｍｉａ Ｐａｃｉｎｇ：ＡＴＰ）治療を提供している。第１に、ＡＴＰは、
頻拍性不整脈の症状を変化させるように試みて高エネルギーショック治療に伴う不快感を
患者が免れるようにするべく使用される。ＡＴＰは、高レートにおいて供給されるペーシ
ングパルスのバーストを伴う可能性がある。関係するレートに起因し、しばしば、ＡＴＰ
の供給の際には、装置による検知がほとんど実行されず、従って、ＡＴＰの供給の際には
、ブランキング期間及び不応期間のうちの１つ又は両方を課すことができる。この結果、
装置は、ＡＴＰの際には、ブランキング期間及び不応期間のうちの１つ又は両方において
ＮＳＴの供給を開始してもよい。上述のように、自律神経調節治療は、患者の心拍数を引
き下げる場合がある。頻拍性不整脈の症状の際にＡＴＰを伴う神経治療を提供することに
より、ＡＴＰの成功の尤度を増大させるという更なる利益を提供してもよい。
【００５９】
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　本明細書に記述されているいくつかの例は、ＣＦＭ治療の供給に起因して装置のＣＦＭ
検知機能がＣＦＭ検知チャネルをブランキングしている際に所定の時間インターバルにお
いてのみＡＭＴを供給することにより、治療に跨る検知の問題に対処している。別の方式
は、ＡＭＴ刺激パルスの供給の際にＣＦＭ検知チャネルの感度を低減するというものであ
る。この結果、ＣＦＭ治療によって決定される適切な供給時間にわたって待機するように
神経刺激のタイミングを調節するのではなく、ＣＦＭ検知機能の感度が神経刺激のタイミ
ングに従って低減される。
【００６０】
　図１２は、治療全体にわたる検知動作を軽減するために１つ又は複数の医療装置を動作
させる方法の一例１２００のフロー図を示している。ブロック１２０５において、ＩＭＤ
を使用することにより、患者に対する電気神経刺激治療の供給が開始されている。ブロッ
ク１２１０において、ＩＭＤの心臓信号検知回路を使用することにより、ＡＭＴの信号ア
ーチファクトが検出されている。信号アーチファクトは、心房検知チャネル及び心室検知
チャネルのうちの１つ又は両方のセンス増幅器によって検知されてもよい。いくつかの例
においては、心臓信号をフィルタリングして神経刺激パルスの供給の周波数を検出してい
る。
【００６１】
　ブロック１２１５において、信号アーチファクトの検出に応答して、ＡＭＴが供給され
る際に所定の時間インターバルにおいて心臓信号検知回路の感度が変更されている。心臓
信号検知回路の感度を変更するステップは、心臓信号検知回路に含まれているセンス増幅
器の検知閾値を変更するステップと、ＡＭＴの供給の際にセンス増幅器の動作を無効化す
るステップと、センス増幅器の出力を無効化するステップと、のうちの１つ又は複数を含
むことができる。
【００６２】
　検知パラメータは、信号アーチファクトの検出に応答した装置からの警告に応答して臨
床医が調節することも可能であり、或いは、検知パラメータは、検出に応答して医療装置
自体によって調節することもできる。
【００６３】
　いくつかの例によれば、図７の制御回路７２０は、上述のように、ペーシング治療の供
給を開始し、且つ、ＡＭＴの供給を開始する。制御回路７２０は、検知された心臓信号内
においてＮＳＴの信号アーチファクトを検出するために信号検出回路７４０を含むことが
できる。いくつかの例においては、信号検出回路７４０は、ピーク検出器を含んでおり、
且つ、検出されたピークの周波数が神経刺激パルスが供給される周波数とマッチングした
時点を認識するように構成されている。いくつかの例においては、信号検出回路７４０は
、神経刺激の供給の周波数において信号を検出するための１つ又は複数のフィルタ回路を
含む。いくつかの例においては、フィルタ回路は、ＮＳＴの刺激パルスの供給の周波数に
マッチングするようにプログラム可能である。信号アーチファクトの検出に応答して、制
御回路７２０は、ＮＳＴの供給の際に心臓信号検知回路７０５の感度を変更する。
【００６４】
　いくつかの例においては、制御回路７２０は、ＮＳＴの供給の際にセンス増幅器７１５
の検知閾値を増大させるように構成されている。図１３は、検知閾値を増大させることに
よって治療全体にわたる検知動作を軽減するための１つ又は複数の医療装置の動作の一例
の図である。この図は、６つの波形を示している。最上部の波形１３０５は、ＮＳＴ用の
刺激パルスの供給の一例を表している。この例は、図示を簡単にするために、４つのパル
スのみを示している。第２の波形１３１０は、心房内において検知されたフィルタリング
済みの心臓活動信号を表している。１つ飛ばして第４の波形１３１５を参照すれば、心室
内において検知されたフィルタリング済みの心臓活動信号の図が示されている。最下部の
波形１３２０は、心房及び心室内における脱分極活動に対応する心電図（ＥＫＧ）の図で
ある。
【００６５】



(19) JP 5873932 B2 2016.3.1

10

20

30

40

50

　最上部の波形内のパルスからの矢印は、ＮＳＴに起因した検知された心房の心臓信号内
のアーチファクト１３２５と、ＮＳＴに起因した検知された心室信号内のアーチファクト
１３３０と、を示している。アーチファクトは、検知された信号がフィルタリングされた
場合にも、存在しうることに留意されたい。この検知に応答して、ＩＭＤは、検出を極小
化するために、心房検知チャネル及び心室検知チャネルのうちの１つ又は両方内において
、センス増幅器の感度を自動的に低減する。特定の例においては、センス増幅器の感度を
低減するステップには、センス増幅器によって検知される信号が相対的に大きな振幅を有
するように、センス増幅器の入力検知閾値を増大させるステップが伴っている。特定の例
においては、センス増幅器の感度を低減するステップには、センス増幅器の出力ダイナミ
ックレンジを増大させるステップが伴っている。例えば、センス増幅器の出力ダイナミッ
クレンジが０～１００ｍＶに等しい場合には、センス増幅器は、１０ｍＶを上回る入力信
号を検知することになろう。出力ダイナミックレンジが０～２００ｍＶに増大された場合
には、センス増幅器は、２０ｍＶを上回る入力信号を検知することになろう。
【００６６】
　第３の波形１３３５は、図７の装置の制御回路７２０などの装置が、感度を低減するた
めに心房チャネル内のセンス増幅器の検知閾値を自動的に変化させているステップを示し
ている。これらのステップは、閾値を高閾値に増大させてアーチファクトを除去し、且つ
、次いで、検知された信号内にアーチファクトが再度出現する時点まで低下させるステッ
プを表している。次いで、検知閾値を１段階だけ増大させることにより、検知閾値の最低
限の増大によって信号アーチファクトを除去している。第５の波形１３４０は、心室検知
チャネルのセンス増幅器用の類似の自動調節を示している。いくつかの例においては、検
知閾値は、アーチファクトがもはや心臓信号内において検知されなくなる時点まで、段階
的に増大されている。いくつかの例において、アーチファクトが出現した際に、警告が生
成され、且つ、ユーザーが増幅器の検知閾値に対する調節を開始している。
【００６７】
　いくつかの例によれば、制御回路７２０は、ＮＳＴの供給の際にセンス増幅器７１５の
動作を無効化することにより、心臓信号検知回路７０５の感度を変化させている。これは
、神経刺激の供給の際にブランキング期間を開始するステップと呼ぶことができる。特定
の例においては、センス増幅器に対する回路接続及びセンス増幅器に対する電極接続のう
ちの１つ又は両方を接続解除することにより、ブランキング期間において、センス増幅器
が無効化されている。特定の例においては、ブランキング期間において、１つ又は複数の
センス増幅器が電源切断されている。
【００６８】
　図１４は、神経調節治療の供給の際に１つ又は複数のセンス増幅器をブランキングする
ことにより、治療全体にわたる検知動作を軽減するための（図７のＩＭＤなどの）１つ又
は複数の医療装置の動作の一例の図である。図１３の例と同様に、図１４の図は、６つの
波形を示している。最上部の第１波形１４０５は、ＮＳＴ用の刺激パルスの供給の一例を
表している。この例は、心臓サイクルの持続時間に跨る神経刺激パルスのバーストを示し
ている。第２の波形１４１０は、心房内において検知されたフィルタリング済みの心臓活
動信号を表しており、第４の波形１４１５は、心室内において検知されたフィルタリング
済みの心臓活動信号を表しており、且つ、最下部の波形１４２０は、心房及び心室内にお
ける脱分極活動に対応するＥＫＧの図である。
【００６９】
　第１波形１４０５の刺激パルスからの矢印は、ＮＳＴに起因した検知された心房及び心
室信号内の信号アーチファクト１４２５、１４３０を示している。心臓信号検知回路７０
５によるアーチファクトの検知を除去するために、図７の制御回路７２０は、神経刺激パ
ルスが提供される際にブランキング期間を開始している。第３波形１４３５は、制御回路
７２０が、神経刺激パルスの時点において心房検知チャネル内においてブランキング期間
１４４５をタイミング設定するステップを示している。第４波形１４４０は、制御回路７
２０が、神経刺激パルスの時点において心室検知チャネル内においてブランキング期間１
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４５０をタイミング設定するステップを示している。特定の例においては、ブランキング
期間は、神経刺激パルスの直前において始まることが可能であり、且つ、刺激パルスの直
後の時点まで持続している。ブランキング期間は、刺激サイトから検知サイトまでの任意
の伝達時間を含むように、相対的に長く持続してもよい。特定の例においては、ブランキ
ング期間は、神経刺激パルスの定電流刺激及び電荷回復刺激の両方においてセンス増幅器
をブランキングするのに十分なものになっている。ブランキング期間は、ＮＳＴに基づい
て開始され、且つ、ＣＦＭ治療に従って開始されないことに留意されたい。
【００７０】
　図１５は、１つ又は複数のセンス増幅器をブランキングすることにより、治療全体にわ
たる検知動作を軽減するための１つ又は複数のＩＭＤの動作の別の一例の図である。この
例においては、制御回路７２０は、最上部の波形１５０５内の神経刺激パルスのバースト
の持続時間の全体にわたってブランキング期間１５４５、１５５０を確立している。これ
は、この例においては、センス増幅器がパルスのバーストの全体において無効化されるこ
とを意味している。バーストが多くのパルスを含む場合には、この結果、不整脈を検出す
るＩＭＤの能力が低減されることになろう。パルスのバーストの全体にわたってブランキ
ング期間を課した場合には、頻拍性不整脈と関連するレート又は心拍インターバルを検出
する頻拍性不整脈検出回路７３５の能力に悪影響が及ぶ場合があるため、図１５に示され
ている動作は、例えば、臨床医が患者を直接的に監視できる臨床環境において使用されて
もよい。
【００７１】
　図１６は、治療全体にわたる検知動作を軽減するための（図７の装置などの）１つ又は
複数の医療装置の動作の更に別の一例の図である。この例においては、ブランキング期間
を開始するのみならず、センス増幅器７１５の感度を低減することにより、図７の心臓信
号検知回路７０５の感度が変更されている。最上部の波形１６０５内に示されている神経
刺激パルスは、第２波形１６１０内に示されている検知された心房信号内に、且つ、第５
波形１６１５内に示されている検知された心室チャネル内に、存在する刺激からの信号ア
ーチファクトを結果的にもたらす。制御回路７２０は、（波形１６５５、１６６０に示さ
れているように）刺激の電荷回復部分において１つ又は複数のセンス増幅器の検知閾値を
増大させることによって（波形１６３５、１６４０に示されているように）神経刺激パル
スの定電流部分においてブランキング期間１６４５、１６５０を確立することにより、心
臓信号検知回路７０５の感度を変化させている。
【００７２】
　いくつかの例によれば、制御回路７２０は、神経刺激パルスの供給の際に１つ又は複数
の検知チャネル内において不応期間を確立することにより、心臓信号検知回路７０５の感
度を低減している。不応期間においては、センス増幅器の出力は、ＣＲＭ治療の決定を下
す際に使用される装置ロジックによって無視される。いくつかの例においては、信号アー
チファクトの検出に応答して、制御回路７２０は、神経刺激パルスが供給された際に所定
の時間インターバルにおいて心臓信号検知回路７０５のセンス増幅器７１５の出力を無効
化している。
【００７３】
　図１７は、治療全体にわたる検知動作を軽減するための（図７の装置などの）１つ又は
複数の医療用装置の動作の更に別の一例の図である。この例においては、神経刺激パルス
の際にブランキング期間と不応期間の両方を開始することにより、図７の心臓信号検知回
路７０５の感度が変更されている。図１３～図１６の以前の例と同様に、（最上部の波形
１７０５に示されている）神経刺激パルスは、第２波形１７１０に示されている検知され
た心房信号のうちの１つ又は複数の信号内に、且つ、第５波形１７１５内に示されている
検知された心室チャネル内に、存在している刺激からの信号アーチファクトを結果的にも
たらす。制御回路７２０は、（波形１７３５、１７４０によって示されているように）ブ
ランキング期間１７４５、１７５０を確立することにより、且つ、不応期間１７６５、１
７７０を開始することにより、心臓信号検知回路７０５の感度を変更している。いくつか
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の例においては、ブランキング期間の持続時間は、神経刺激の定電流部分の持続時間をカ
バーすることが可能であり、且つ、不応期間は、神経刺激の電荷回復部分をカバーするこ
とができる。
【００７４】
　図５及び図９～図１１においては、ＣＦＭ検知回路による検知が極小化又は無効化され
る際の時点まで待機することにより、検知された心臓信号内におけるＮＳＴ刺激の検出に
対処している。図１３～図１７においては、ＮＳＴの供給がスケジューリングされる際に
ＣＦＭ検知回路の感度を変更することにより、検知された心臓信号内におけるＮＳＴ刺激
の検出に対処している。２つの方式を（１つ又は複数の医療用装置又はシステムを含む）
１つのシステム内において組み合わせることにより、ＮＳＴからのアーチファクトの検出
に対処することができる。ＮＳＴは、ＣＦＭ検知回路による検知が極小化又は無効化され
る際の時点において供給されてもよく、且つ、ＣＦＭ検知チャネルの感度を変化させた際
に、ＮＳＴを供給してもよい。本明細書に記述されている供給方法のいずれかを組み合わ
せることにより、ＮＳＴを供給することが可能であり、且つ、治療に跨る検知を回避する
ことができる。いくつかの例においては、図７の制御回路７２０は、ＣＦＭ検知回路によ
る検知が極小化又は無効化される際の時点においてＮＳＴ刺激の供給を開始するように構
成されている。制御回路７２０は、治療供給スケジュールを満足させるために更なるＮＳ
Ｔ刺激が必要とされている際にＮＳＴを供給するべく、検知チャネルの感度を低減しても
よい。
【００７５】
　複数のタイプの治療を患者に提供する装置による過検知は、それらの装置による診断及
び治療供給機能を複雑化させる場合がある。治療に跨る過検知を回避することにより、装
置に基づいた治療を患者に供給する際に信頼性及び効能の改善が得られることになる。
【００７６】
　更なる留意点及び実施例
　実施例１は、心臓信号検知回路、治療回路、及び制御回路を有する主題（装置など）を
含む。心臓信号検知回路は、患者の心臓の心房又は心室のうちの少なくとも１つから電気
心臓信号を検知するように構成されており、且つ、少なくとも１つのセンス増幅器を含む
。治療回路は、電気ペーシング治療及び電気神経刺激治療を患者に対して提供するように
構成されている。制御回路は、電気ペーシング治療の供給を開始し、電気ペーシング治療
の供給に対する時間関係においてブランキング期間を開始し（この場合に、少なくとも１
つセンス増幅器は、ブランキング期間において無効化される）、且つ、ブランキング期間
において患者に対する電気神経刺激治療の供給を開始するように、構成されている。
【００７７】
　実施例２においては、請求項１の主題は、任意選択により、ブランキング期間において
神経刺激治療の供給を選択的に開始すると共に神経刺激治療がブランキング期間において
開始された際にブランキング期間を増大させるように構成された制御回路を含むことがで
きる。
【００７８】
　実施例３においては、実施例１及び実施例２のうちのいずれか又はこれらの任意の組合
せの主題は、任意選択により、下限レートにおいて又は下限レートインターバルの満了の
際に固有の心臓の活動が存在していない状態において心房又は心室のうちの少なくとも１
つに対してペーシングを開始すると共に下限レート又は下限レートインターバルの規定さ
れた範囲内においてペーシング治療を開始する際に神経刺激治療の供給を中断するように
構成された制御回路を含むことができる。
【００７９】
　実施例４においては、実施例１～実施例３のうちの１つ又はこれらの任意の組合せの主
題は、任意選択により、カウンタ回路と、タイマ回路と、を含むことができる。制御回路
は、任意選択により、規定された時間インターバルにわたって供給されるいくつかの神経
刺激治療パルスを追跡すると共に供給された神経刺激治療パルスの数が規定された神経刺
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激治療供給ターゲットを下回っている際に規定された神経刺激治療供給ターゲットを満足
させるために少なくとも１つの後続のブランキング期間において神経刺激治療の追加供給
を開始するように構成することができる。
【００８０】
　実施例５においては、実施例４の規定された神経刺激治療供給ターゲットは、一時間当
たりに供給される神経刺激治療電気パルスの規定された数及び一日当たりに供給される神
経刺激治療電気パルスの規定された数のうちの少なくとも１つを含む。
【００８１】
　実施例６においては、実施例１～実施例４のうちの１つ又はこれらの任意の組合せの主
題は、任意選択により、頻拍性不整脈検出回路を有する制御回路を含むことができる。制
御回路は、自律神経調節治療の供給の際に頻拍性不整脈検出回路による頻拍性不整脈検出
を中断するように構成されている。
【００８２】
　実施例７においては、実施例１～実施例６のうちの１つ又はこれらの任意の組合せの主
題は、任意選択により、カウンタ回路を有する制御回路を含むことが可能であり、且つ、
制御回路は、規定された時間インターバルにわたって供給されるいくつかの神経刺激治療
パルスを追跡すると共にＩＭＤが下限レート又は下限レートインターバルのうちの少なく
とも１つのものの規定された範囲の外においてペーシング治療を提供している際に規定さ
れた神経調節治療供給ターゲットを満足させるべく神経刺激治療の追加供給を開始するよ
うに構成されている。
【００８３】
　実施例８においては、実施例１～実施例７のうちの１つ又はこれらの任意の組合せの主
題は、任意選択により、両心室ペーシング治療を提供するように構成された治療回路を含
むことが可能であり、且つ、制御回路は、両心室ペーシング治療の一部として供給される
ペーシングに対する時間関係においてブランキング期間を開始すると共に神経刺激治療の
供給をブランキング期間中に制限するように構成されている。
【００８４】
　実施例９においては、実施例１～実施例８のうちの１つ又はこれらの任意の組合せの主
題は、任意選択により、脊髄、迷走神経、奇静脈の内部又はその近傍の場所、及び１つ又
は複数の心臓脂肪体のうちの少なくとも１つに対して電気神経刺激治療を提供するように
構成された電極に対して任意選択によって接続可能である治療回路を含むことができる。
【００８５】
　実施例１０は、（装置などの）主題を含むことも可能であり、或いは、任意選択により
、心臓信号検知回路、治療回路、及び制御回路を有する主題を含むように実施例１～実施
例９のうちの１つ又はこれらの任意の組合せの主題と組み合わせることもできる。心臓信
号検知回路は、患者の心臓の心房又は心室のうちの少なくとも１つからの電気心臓信号を
検知するように構成されており、且つ、少なくとも１つのセンス増幅器を含む。治療回路
は、電気ペーシング治療及び電気神経刺激治療を患者に対して提供するように構成されて
いる。制御回路は、電気ペーシング治療の供給を開始し、電気ペーシング治療の供給又は
検知された固有の心臓脱分極のうちの少なくともいずれかに対する時間関係において不応
期間を開始し（この場合に、少なくとも１つのセンス増幅器は、不応期間において有効化
されるが、少なくとも１つのセンス増幅器によって検知される電気信号は、ＣＲＭ治療の
決定を下す際に使用されるＩＭＤの装置ロジックによって無視される）、不応期間におい
て患者に対する神経刺激治療の供給を選択的に開始し、且つ、不応期間において神経刺激
治療が開始される際に不応期間を増大させるように、構成されている。
【００８６】
　実施例１１は、（方法、動作を実行する手段、又は機械によって実行された際に機械に
動作を実行させる命令を含む機械可読媒体などの）主題を含むことも可能であり、或いは
、任意選択により、ＩＭＤを使用することにより、患者の心臓に対する電気ペーシング治
療の供給を開始するステップと、電気ペーシング治療の供給に対する時間関係においてＩ
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ＭＤ内においてブランキング期間を開始するステップであって、ＩＭＤの１つ又は複数の
センス増幅器は、ブランキング期間において無効化される、ステップと、ブランキング期
間において、ＩＭＤを使用することにより、患者に対して電気神経刺激治療を提供するス
テップと、を有する主題を含むように実施例１～実施例１０のうちの１つ又はこれらの任
意の組合せの主題と組み合わせることもできる。
【００８７】
　このような主題は、ＩＭＤを使用することにより、患者の心臓に対する電気ペーシング
治療の供給を開始する手段を含むことが可能であり、その例は、治療回路を有する制御回
路又はプロセッサ回路を含む。このような主題は、ＩＭＤの検知チャネルとＩＭＤのセン
ス増幅器のうちの１つ又は複数をブランキングするコントローラ回路又はプロセッサ回路
などのブランキング期間を開始する手段を含むことができる。このような主題は、ターゲ
ット神経組織に又はその近傍に配置されるための形状及びサイズによって構成された電極
に対して接続可能な治療回路などの電気神経刺激治療の手段を含むことができる。
【００８８】
　実施例１２においては、実施例１１の主題は、任意選択により、ブランキング期間にお
いて自律神経調節治療がＩＭＤによって供給されるようにスケジューリングされる際にブ
ランキング期間を延長するステップを含むことができる。
【００８９】
　実施例１３においては、実施例１１及び実施例１２のうちのいずれか又はこれらの任意
の組合せの主題は、任意選択により、規定された最低頻拍性不整脈検出レートに従ってブ
ランキング期間の延長を制限するステップを含むことができる。
【００９０】
　実施例１４においては、実施例１１～実施例１３のうちの１つ又はこれらの任意の組合
せの主題は、任意選択により、規定された時間インターバルにわたって神経刺激治療の一
部として供給されるいくつかの電気パルスを追跡するステップと、供給された電気パルス
の数が神経刺激治療供給ターゲットを下回っている際に、規定された神経刺激治療供給タ
ーゲットを満足させるために、ＩＭＤ内において、１つ又は複数の後続するブランキング
期間における神経刺激治療の追加供給をスケジューリングするステップと、を含むことが
できる。
【００９１】
　実施例１５においては、実施例１４の、規定された神経刺激治療供給ターゲットは、任
意選択により、一時間当たりに供給される神経刺激治療電気パルスの規定された数と一日
当たりに供給される神経調節治療電気パルスの規定された数のうちの少なくとも１つを含
むことができる。
【００９２】
　実施例１６においては、実施例１１～実施例１５のうちの１つ又はこれらの任意の組合
せの主題は、任意選択により、神経刺激治療の供給の際にＩＭＤによる頻拍性不整脈検出
を中断するステップを含むことができる。
【００９３】
　実施例１７においては、実施例１１～実施例１６のうちの１つ又はこれらの任意の組合
せの主題は、任意選択により、ＩＭＤ内の下限レート又は下限レートインターバルのうち
の少なくとも１つを確立するステップと、下限レート又は下限レートインターバルの規定
された範囲内において電気ペーシング治療を提供する際に神経刺激治療の供給を中断する
ステップと、を含むことができる。
【００９４】
　実施例１８においては、実施例１１～実施例１７のうちの１つ又はこれらの任意の組合
せの主題は、任意選択により、ＩＭＤ内において下限レート又は下限レートインターバル
のうちの少なくとも１つを確立するステップと、第２時間インターバルにわたって神経刺
激治療の一部として供給されるいくつかの電気パルスを追跡するステップと、ＩＭＤが下
限レート又は下限レートインターバルのうちの少なくとも１つの規定された範囲の外にお
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いてペーシング治療を提供している際に、規定された神経刺激治療供給ターゲットを満足
させるために、ＩＭＤ内において、神経刺激治療の追加供給をスケジューリングするステ
ップと、を含むことができる。
【００９５】
　実施例１９においては、実施例１１～実施例１８のうちの１つ又はこれらの任意の組合
せの主題は、任意選択により、両心室ペーシング治療の供給を開始するステップと、両心
室ペーシング治療の一部として供給されるペーシングに対する時間関係においてブランキ
ング期間を開始するステップと、神経刺激治療の供給をブランキング期間中に制限するス
テップと、を含むことができる。
【００９６】
　実施例２０は、（方法、動作を実行する手段、機械によって実行された際に機械に動作
を実行させる命令を含む機械可読媒体などの）主題を含むことも可能であり、或いは、任
意選択により、埋植可能医療装置（ＩＭＤ）を使用することにより、患者の心臓に対して
電気ペーシング治療の供給を開始するステップと、電気ペーシング治療の供給に対する時
間関係においてＩＭＤ内において不応期間を開始するステップであって、１つ又は複数の
センス増幅器は、不応期間において有効化されるが、１つ又は複数の増幅器によって検知
される電気信号は、ＩＭＤによって無視される、ステップと、不応期間において神経刺激
治療を患者に対して提供するステップと、を有する主題を含むために実施例１～実施例１
９のうちの１つ又はこれらの任意の組合せの主題と組み合わせることもできる。不応期間
を開始するステップは、任意選択により、不応期間において神経刺激治療がＩＭＤによっ
て供給されるようにスケジューリングされていない際に第１持続時間の第１不応期間を開
始するステップと、不応期間において神経刺激治療がＩＭＤによって供給されるようにス
ケジューリングされている際に第２持続時間の第２不応期間を開始するステップと、を含
むことができる。
【００９７】
　このような主題は、ＩＭＤを使用することにより、患者の心臓に対する電気ペーシング
治療の供給を開始する手段を含むことが可能であり、その例は、治療回路を有する制御回
路又はプロセッサ回路を含む。このような主題は、ＩＭＤの検知チャネルとＩＭＤのセン
ス増幅器のうちの１つ又は両方をブランキングするコントローラ回路又はプロセッサ回路
などの不応期間を開始する手段を含むことができる。このような主題は、ターゲット神経
組織に又はその近傍に配置されるための形状及びサイズによって構成された電極に対して
接続可能な治療回路などの電気神経刺激治療用の手段を含むことができる。
【００９８】
　実施例２１は、実施例１～実施例２０の機能のうちの任意の１つ又は複数を実行する手
段を含むことができる主題を、或いは、機械によって実行された際に実施例１～実施例２
０の機能のうちの任意の１つ又は複数を機械に実行させる命令を含む機械可読媒体を、含
むように実施例１～実施例２０のうちの任意の１つ又は複数の例の任意の部分又は任意の
部分の組合せを含むことも可能であり、或いは、任意選択により、これらと組み合わせる
こともできる。
【００９９】
　これらの非限定的な実施例は、任意の順列又は組合せにおいて組み合わせることができ
る。
　以上の詳細な説明は、この詳細な説明の一部を形成する添付図面に対する参照を含んで
いる。添付図面は、例示を目的として、本発明を実施することができる特定の実施形態を
示している。又、これらの実施形態は、本明細書においては、「実施例」とも呼ばれてい
る。このような実施例は、図示及び記述されているもの以外の要素を含むことができる。
但し、本発明者らは、図示及び記述されている要素のみが提供された実施例をも想定して
いる。
【０１００】
　本明細書において参照されているすべての刊行物、特許、及び特許文献は、引用によっ
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て個別に包含されるがごとくに、引用により、そのすべてが本明細書に包含される。本明
細書と引用によって包含された文献の間の矛盾した使用法の場合には、包含された１つ又
は複数の参考文献における使用法は、本明細書のものに対する補足的なものとして見なす
ことを要し、両立しえない矛盾の場合には、本明細書における使用法が優先する。
【０１０１】
　本明細書においては、「１つの（ａ）」又は「１つの（ａｎ）」という用語は、特許文
献において一般的であるように、任意のその他の例とは独立した１つ又は複数を、或いは
、「少なくとも１つ」又は「１つ又は複数」という使用法を、含むものとして使用されて
いる。又、添付の請求項においては、「含む」及び「有する」という用語は、解放型（ｏ
ｐｅｎ－ｅｎｄｅｄ）であり、即ち、請求項において、これらの用語の後に列挙されてい
るもの以外の要素を含むシステム、装置、物品、又はプロセスが、依然として、その請求
項の範囲に含まれるものと見なされたい。
【０１０２】
　本明細書に記述されている方法の例は、少なくとも部分的に、機械又はコンピュータに
よって実装することができる。いくつかの例は、上述の例に記述されている方法を実行す
るべく電子装置を構成するように動作可能な命令によって符号化されたコンピュータ可読
媒体又は機械可読媒体を含むことができる。このような方法の一実装形態は、マイクロコ
ード、アセンブリ言語コード、高級言語コード、又はこれらに類似したものなどのコード
を含むことができる。このようなコードは、様々な方法を実行するコンピュータ可読命令
を含むことができる。コードは、コンピュータプログラムプロダクトの一部分を形成して
もよい。更には、コードは、実行の際に、又はその他の時点において、１つ又は複数の揮
発性又は不揮発性コンピュータ可読媒体上に有体の形態において保存されてもよい。これ
らのコンピュータ可読媒体は、限定を伴うことなしに、ハードディスク、着脱自在の磁気
ディスク、着脱自在の光ディスク（例えば、コンパクトディスク及びデジタルビデオディ
スク）、磁気カセット、メモリカード又はスティック、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、及びこれらに類似したものを含んでもよい。
【０１０３】
　以上の説明は、限定ではなく、例示を目的としたものである。例えば、上述の例（或い
は、その１つ又は複数の態様）は、相互の組合せにおいて使用されてもよい。例えば、以
上の説明を検討した際に、当業者は、その他の実施形態を使用することができる。要約書
は、読者が技術的な開示の特性を迅速に突き止めることができるように、米国連邦規則法
典第３７巻第１．７２（ｂ）条に従って提供されている。要約書は、請求項の範囲又は意
味を解釈又は限定するために使用されないという理解において提出されている。又、以上
の詳細な説明においては、様々な特徴を１つにグループ化して本開示を合理化している場
合がある。これは、特許請求されてはいない開示されている特徴がいずれかの請求項にと
って不可欠であるということを意味するものして解釈されるべきではない。むしろ、本発
明の主題は、特定の開示されている実施形態の特徴の一部によって成立する場合がある。
従って、添付の請求項は、引用により、この詳細な説明に包含され、それぞれの請求項は
、別個の実施形態として、それ自体で独立している。本発明の範囲は、添付の請求項に対
して付与される十分な均等物の範囲と共に、添付の請求項を参照することにより、決定さ
れることを要する。
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