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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の自律神経ターゲットに神経刺激治療を加えるための装置であって、
　自律神経ターゲットに神経刺激治療を加えるように構成された神経刺激器であって、前
記神経刺激治療が複数の神経刺激バーストを含み、各神経刺激バーストが複数の神経刺激
パルスを含み、連続する神経刺激バーストが神経刺激パルスのない時間によって分離され
る、神経刺激器と、
　前記神経刺激治療の前記神経刺激バーストに対する誘発反応を評価するために協働する
ように構成されたセンサ及び反応抽出器であって、前記センサが、前記神経刺激バースト
に対する前記誘発反応を感知するように構成され、該誘発反応の感知が、該神経刺激バー
ストの影響を受けた少なくとも１つの生理的パラメータの感知を含み、前記反応抽出器が
、前記感知した誘発反応を基線に対して比較し、該誘発反応が、前記神経刺激治療の連続
する前記神経刺激バースト間に実質的に該基線に戻るかを判断するように構成される、セ
ンサ及び反応抽出器と、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記誘発反応が実質的に前記基線に戻らない場合、前記神経刺激治療のための神経刺激
パラメータを自動的に変えるように構成されることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　メモリを更に含み、
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　装置の前記メモリ内の前記比較の結果を記録するように構成される、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記センサは、心拍数を感知するように構成されることを特徴とする請求項１から請求
項３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記センサは、血圧を感知するように構成されることを特徴とする請求項１から請求項
３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記反応抽出器は、前記神経刺激バーストの開始から前記誘発反応が実質的に前記基線
に戻るまでの該誘発反応の持続時間を判断するように構成されることを特徴とする請求項
１から請求項５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記反応抽出器は、前記誘発反応のパターンをテンプレートに対して比較するように構
成されることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　感知したパラメータデータ点の時系列を提供し、該データ点をサンプリングして刺激前
データサンプル及び刺激後データサンプルを提供し、該刺激前データサンプル及び該刺激
後データサンプルの自己相関を実行して前記感知した誘発反応を前記基線に対して比較す
るように構成されることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の装置
。
【請求項９】
　感知したパラメータデータ点の時系列を提供し、該データ点をサンプリングして固定持
続時間の一連のサンプルを提供し、前記複数の神経刺激バーストに対する前記一連のサン
プルの相互相関を実行して前記感知した誘発反応を前記基線に対して比較するように構成
されることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　感知したパラメータデータ点の時系列を提供し、該データ点をサンプリングして刺激前
データサンプル及び刺激後データサンプルを提供し、該刺激前データサンプルから平均刺
激前データサンプルを作成し該刺激後データサンプルから平均刺激後データサンプルを作
成し、該平均刺激前データサンプルに対する信号変動の刺激前範囲を判断し該平均刺激後
データサンプルに対する信号変動の刺激後範囲を判断し、該刺激前範囲を該刺激後範囲に
対して比較するように構成されることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項
に記載の装置。
【請求項１１】
　パラメータデータ点の時系列を提供し、該パラメータデータ点の時系列のフーリエ分解
を実行して前記誘発反応を前記基線に対して比較するように構成されることを特徴とする
請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　基線レベルと前記誘発反応の間の誘発反応面積を測定して該誘発反応を前記基線に対し
て比較するように構成されることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記
載の装置。
【請求項１３】
　前記基線レベルと前記評価された神経刺激バーストに対する初期反応との間の初期反応
面積を測定し、該基線レベルと該評価された神経刺激バーストに対する回復反応との間の
回復反応面積を測定し、該回復反応面積を該初期反応面積に対して比較するように構成さ
れることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記初期反応面積に対する前記回復反応面積の前記比較に基づいて前記神経刺激治療の
少なくとも１つのパラメータを調節し、該回復反応面積又は該初期反応面積のうちの少な
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くとも一方を変えるように構成されることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記基線に対する前記誘発反応の前記比較に基づいて前記神経刺激治療の少なくとも１
つのパラメータを調節するように構成されることを特徴とする請求項１から請求項１１の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのパラメータを調節して、前記感知したパラメータに対する初期反
応と回復反応の間で振動する振動反応を駆動するように構成されることを特徴とする請求
項１から請求項１５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記神経刺激治療は、神経刺激パルスの前記バーストに対する１０秒のバースト持続時
間と、２０Ｈｚのパルス周波数と、１分のバースト周期とを含むことを特徴とする請求項
１から請求項１６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１８】
　迷走神経を刺激するように構成された埋め込み型装置であることを特徴とする請求項１
から請求項１７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記埋め込み型装置は、前記迷走神経内の遠心路の有意な刺激なしに該迷走神経内の求
心路を刺激し、又は該迷走神経内の求心路を有意に刺激することなく該迷走神経内の遠心
路を刺激するように構成されることを特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記埋め込み型装置は、前記迷走神経に沿って第１の位置又は異なる第２の位置で刺激
するように選択し、活動電位が該迷走神経を通って移動する距離を制御するように構成さ
れることを特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　前記神経刺激器は、
　前記神経刺激治療用の神経刺激パラメータがプログラムされたメモリと、
　前記メモリ及び前記神経刺激器と通信し、前記神経刺激パラメータを使用して前記神経
刺激治療を制御するように構成されたコントローラと、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１から請求項２０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２２】
　前記コントローラは、感知した誘発反応の前記基線に対する比較を使用して前記神経刺
激治療を調節するように構成されることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記センサは、前記神経刺激に対する初期反応を示す少なくとも１つの生理的パラメー
タを感知するように構成され、前記反応抽出器は、初期反応データを抽出するように構成
され、前記コントローラは、該抽出された初期反応データを使用して前記神経刺激治療を
調節するように構成されることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記反応抽出器は、複数の神経刺激バーストに対応する複数のイベントサンプルを処理
し、感知した前記誘発反応を抽出するように前記イベントサンプルに対して信号加算平均
処理を実行するように構成されることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記反応抽出器は、複数の神経刺激バーストに対応する複数のイベントサンプルを処理
し、感知した前記誘発反応を抽出するように該イベントサンプルに対して相関関数を実行
して構成されることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記センサは、前記神経刺激に対する初期反応及び回復反応を示す少なくとも１つの生
理的パラメータを感知するように構成された少なくとも１つのセンサを含み、前記反応抽



(4) JP 5624672 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

出器は、初期反応データ及び回復反応データを抽出するように構成され、前記コントロー
ラは、前記基線と前記評価された神経刺激バーストに対する初期反応との間の初期反応面
積を判断し、該基線と該評価された神経刺激バーストに対する回復反応との間の回復反応
面積を判断し、該回復反応面積を該初期反応面積に対して比較するように構成されること
を特徴とする請求項２１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔優先権の請求〕
　本出願は、本明細書において引用により組み込まれている２０１０年４月１５日出願の
米国特許仮出願出願番号第６１／３２４，５３２号の「３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ
）」の下での優先権の恩典を請求するものである。
【０００２】
　本出願は、一般的に医療装置に関し、より具体的には、自律神経活動を調節するように
神経刺激を送出するためのシステム、装置、及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　神経刺激は、いくつかの病状のための治療として提案されている。神経刺激治療の例は
、睡眠呼吸障害のような呼吸困難、高血圧症を処置するような血圧制御、心臓律動管理、
心筋梗塞及び虚血、心不全、てんかん、抑鬱症、疼痛、片頭痛、摂食障害、肥満、炎症性
疾患、及び移動障害のための神経刺激治療を含む。一部の現在の及び提案された神経刺激
治療は、数分、数日、数週間、数ヶ月、及び数年の程度の期間にわたって加えられる長期
治療である。神経刺激治療が望ましくない反応に関連している場合、反応の不快さは、治
療の長期的な性質のために悪化する場合がある。例えば、望ましくない反応は、時間と共
に患者の健康又は生命の質に影響を与える場合がある。従って、神経刺激治療に対する望
ましくない反応を軽減し、最小にするか又は排除することが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願第１２／４８７２６６号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　神経刺激治療を自律神経ターゲットに加えるように埋め込み型神経刺激器を作動するた
めの様々な方法実施形態において、本方法は、神経刺激治療を自律神経ターゲットに加え
るように埋め込み型神経刺激器を使用する段階と、神経刺激バーストに対する誘発反応を
評価する段階とを含む。神経刺激治療は、各神経刺激バーストが複数の神経刺激パルスを
含む複数の神経刺激バーストを含み、連続神経刺激バーストは、神経刺激パルスのない時
間によって分離される。誘発反応を評価する段階は、神経刺激バーストに対する誘発反応
を感知する段階を含み、誘発反応を感知する段階は、神経刺激バーストの影響を受けた少
なくとも１つの生理的パラメータを感知する段階と、感知した誘発反応と基線とを比較す
る段階と、誘発反応が神経刺激バースト間に実質的に基線に戻るかを判断する段階とを含
む。
【０００６】
　神経刺激治療を患者の自律神経ターゲットに加えるための様々な装置実施形態は、神経
刺激器、メモリ、コントローラ、センサ、及び反応抽出器を含む。神経刺激器は、刺激エ
ネルギを発生させて自律神経ターゲットを刺激するように構成される。メモリは、その中
に格納されたプログラムされた神経刺激治療を有する。治療は、神経刺激治療の投与量を
制御するのに使用するための複数のプログラマブル神経刺激パラメータを含む。神経刺激
治療は、複数の神経刺激バーストを含み、各バーストは、複数の神経刺激パルスを含み、
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連続バーストは、神経刺激パルスのない時間によって分離される。コントローラは、メモ
リ及び神経刺激器と通信し、プログラマブルパラメータを使用して神経刺激治療を制御す
るように構成される。センサは、神経刺激治療に対する誘発反応を示す少なくとも１つの
生理的パラメータを感知するようになっている。反応抽出器は、センサからパラメータデ
ータの時系列を受け入れてパラメータデータの時系列から誘発反応データを抽出するよう
に構成され、かつ誘発反応データが神経刺激バースト間に実質的に基線に戻るかを判断す
るように構成される。
【０００７】
　この「発明の概要」は、本出願の教示の一部の概観であり、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
説明及び特許請求の範囲に見出される。本発明の範囲は、特許請求の範囲及びその均等物
によって定められる。
【０００８】
　様々な実施形態を添付の図面の図に一例として示している。このような実施形態は、例
示的であり、本発明の主題の網羅的又は排他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】
【０００９】
【図１】断続的神経刺激（ＩＮＳ）の描写を示す図である。
【図２Ａ】ＡＮＳによって調節した生理的信号の神経刺激に対する直接及び反射反応の描
写を示す図である。
【図２Ｂ】ＡＮＳによって調節した生理的信号の神経刺激に対する直接及び反射反応の描
写を示す図である。
【図２Ｃ】ＡＮＳによって調節した生理的信号の神経刺激に対する直接及び反射反応の描
写を示す図である。
【図２Ｄ】ＡＮＳによって調節した生理的信号の神経刺激に対する直接及び反射反応の描
写を示す図である。
【図３】副交感神経を刺激するのに使用する一列の神経刺激バーストを示す図である。
【図４Ａ】心拍数（ＨＲ）又は血圧（ＢＰ）に対するＡＮＳ効果を引き出すように図３に
示す神経刺激のターゲットへの印加を示す図である。
【図４Ｂ】心拍数（ＨＲ）又は血圧（ＢＰ）に対するＡＮＳ効果を引き出すように図３に
示す神経刺激のターゲットへの印加を示す図である。
【図５Ａ】心拍数（ＨＲ）又は血圧（ＢＰ）に対するＡＮＳ効果を引き出すように図３に
示す神経刺激のターゲットへの印加を示す図である。
【図５Ｂ】心拍数（ＨＲ）又は血圧（ＢＰ）に対するＡＮＳ効果を引き出すように図３に
示す神経刺激のターゲットへの印加を示す図である。
【図６Ａ】断続的ＮＳバーストに対する反応をモニタするための実施形態を示す図である
。
【図６Ｂ】断続的ＮＳバーストに対する反応をモニタするための実施形態を示す図である
。
【図６Ｃ】断続的ＮＳバーストに対する反応をモニタするための実施形態を示す図である
。
【図７】断続的ＮＳ治療に対する反応をモニタするための様々な実施形態を示す図である
。
【図８】様々な実施形態により神経刺激治療を加え、断続的ＮＳパルスに対する誘発反応
を評価するための様々な方法を示す図である。
【図９】様々な実施形態により神経刺激治療を加え、断続的ＮＳパルスに対する誘発反応
を評価するための様々な方法を示す図である。
【図１０】断続的神経刺激に対する検出された誘発反応に基づいて使用かつ修正すること
ができるプログラマブルパラメータの一部の例を示す図である。
【図１１】抽出反応を使用して誘発反応及び制御刺激を抽出するように構成されたシステ
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ム実施形態を示す図である。
【図１２】反応抽出器の実施形態を示す図である。
【図１３】第１のパネルが迷走神経刺激周期中に収縮期圧の測定値を示し、第２のパネル
が信号データの３０の１分サンプルの信号加算平均を示す様々な実施形態で使用する信号
加算平均測定値の例を示す図である。
【図１４】神経刺激に対する誘発反応の終了を見出すように様々な実施形態によるボック
スカー検索を使用する例を示す図である。
【図１５】様々な実施形態による断続的神経刺激治療を加えるようになった神経刺激器装
置実施形態を示す図である。
【図１６】本発明の主題の様々な実施形態による神経刺激器（ＮＳ）構成要素及び心臓律
動管理（ＣＲＭ）構成要素を有する埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）を示す図である。
【図１７】様々な実施形態によるマイクロプロセッサベース埋め込み型装置実施形態の系
統図を示す図である。
【図１８】本発明の主題の様々な実施形態による埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）及び外部
システム又は装置を含むシステムを示す図である。
【図１９】本発明の主題の様々な実施形態による外部装置、埋め込み型神経刺激器（ＮＳ
）装置、及び埋め込み型心臓律動管理（ＣＲＭ）装置を含むシステムを示す図である。
【図２０】迷走神経刺激を提供するようになったシステム実施形態を示す図である。
【図２１】迷走神経刺激を提供するようになったシステム実施形態を示す図である。
【図２２】迷走神経刺激を提供するようになったシステム実施形態を示す図である。
【図２３】迷走神経刺激を提供するようになったシステム実施形態を示す図である。
【図２４】外部システム実施形態を示すブロック図である。
【図２５】前臨床研究結果を示す図である。
【図２６】前臨床研究結果を示す図である。
【図２７】前臨床研究結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の主題の以下の詳細説明は、本発明の主題を実施することができる特定的な態様
及び実施形態を例示的に示す添付の図面を参照する。それらの実施形態は、当業者が本発
明の主題を実施することを可能にするほど十分詳細に説明される。他の実施形態を利用す
ることができ、構造的、論理的、及び電気的変化を本発明の主題の範囲から逸脱すること
なくもたらすことができる。本発明の開示における「実施形態」、「一実施形態」、又は
「様々な実施形態」への言及は、必ずしもその実施形態に限ることなく、このような言及
は、１つよりも多くの実施形態を考えている。以下の詳細説明は、従って、限定的な意味
でとらえるべきではく、その範囲は、特許請求の範囲とそのような特許請求の範囲に権利
が付与される法的均等物の全範囲とによってのみ定められる。
【００１１】
　本発明の主題は、自律神経系（ＡＮＳ）の断続的神経刺激（ＩＮＳ）に言及し、ＩＮＳ
によって直接的に及び反射的に引き起こされた過渡ＡＮＳ反応を制御するシステム及び方
法を更に言及する。本発明の主題の様々な実施形態は、オン期間中に直接及び反射反応を
誘発し、オフ期間中に基線まで減少する（すなわち、消耗する）刺激のオン及びオフ期間
のパターンとして断続的に神経を刺激する。ＩＮＳ期間と期間の間に消耗する反応は、過
渡反応と呼ばれる。直接反応は、ＩＮＳによって直接刺激されたＡＮＳターゲットの即時
効果である。反射反応は、直接反応によって刺激されたＡＮＳ反射回路の２次効果である
。全体として、ＩＮＳによって引き起こされる過渡的直接及び反射ＡＮＳ反応は、誘発反
応と呼ばれることになる。誘発反応は、治療効果と望ましくない効果を有する場合がある
。直接及び反射ＡＮＳ反応の組合せは、治療的とすることができる。過渡的な均衡の取れ
た効果を提供するためにそれらの直接及び反射反応を制御することは、現在望ましいと考
えられている。一例としてかつ以下に限定されるものではないが、反射反応は、自律神経
ＩＮＳ治療の刺激バースト間に基線に戻ると考えられている。更に、一定の治療に対して
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、心拍数及び血圧変化のような神経刺激の一部の直接生理的効果は、望ましくない場合が
あり、それらが、刺激間に基線に戻るように、それらの不要な効果を過渡するように制御
することは望ましいと考えられている。本発明の主題は、ＡＮＳの過渡的に均衡の取れた
効果を容易にする方法として及び／又はＡＮＳの望ましくない生理的効果の回避を容易に
する方法として、断続的神経刺激パルスで加えられた自律神経調節治療に対するＡＮＳ反
応をモニタ又は測定するための手段を提供する。例えば、本発明の主題は、その後の刺激
バーストを送出する前に過渡誘発反応及び基線への誘発反応の戻りを検出することができ
る。ＡＮＳの刺激は、神経刺激の直接及び反射効果が刺激周期間に実質的に基線に戻るこ
とを可能にするように制御することができる。
【００１２】
　図１は、断続的神経刺激（ＩＮＳ）の描写を示している。図は、１つの刺激パルス又は
集団刺激パルス（すなわち、バースト）のセットが送出される時にオンになっている刺激
の間隔と、刺激パルスが送出されない時にオフになっている刺激の間隔を繰り返す神経刺
激の時間的経過を示している。刺激オンの間隔の持続時間は、刺激持続時間又はバースト
持続時間と呼ばれる場合がある。刺激オンの間隔の開始は、時間参照点ＮＳイベントであ
る。連続ＮＳイベント間の時間間隔は、ＩＮＳ間隔であり、ＩＮＳ間隔は、刺激周期又は
バースト周期と呼ばれる場合がある。神経刺激の印加が断続的になるようにするために、
刺激周期（すなわち、オン間隔）は、神経刺激が加えられている時の刺激周期（すなわち
、ＩＮＳ間隔）よりも短くすべきである。ＩＮＳのオフ間隔の期間は、オン間隔とＩＮＳ
間隔の持続時間によって制御される。ＩＮＳ間隔に対するオン間隔の持続時間（例えば、
比率として表される）は、ＩＮＳの負荷サイクルと呼ばれる場合がある。
【００１３】
　便宜上、ＡＮＳ生理学及びＩＮＳによるＡＮＳ調節に対する直接／反射反応の簡単な説
明に続いて、断続的ＡＮＳ刺激に対してＡＮＳ反応をモニタする説明、並びに様々な装置
及びシステム実施形態の説明が下に示されている。
【００１４】
　ＡＮＳ生理学
　自律神経系（ＡＮＳ）は、「不随意」器官を統制するが、随意（骨格）筋の収縮は、体
性移動神経によって制御される。不随意器官の例は、呼吸及び消化器官を含み、血管及び
心臓も含む。多くの場合、ＡＮＳは、例えば、腺を統制し、皮膚、目、胃、腸及び膀胱の
筋肉を統制し、心筋及び血管の周囲の筋肉を統制する不随意反射方式で機能する。
【００１５】
　ＡＮＳは、交感神経系及び副交感神経系を含む。交感神経系は、緊急事態にストレス及
び「闘争又は逃走反応」と密接な関係がある。他の効果の中でも、「闘争又は逃走反応」
は、血圧及び心拍数を増加させて骨格筋血流を増加させ、消化を低下させて「闘争又は逃
避」のためのエネルギを提供する。副交感神経系は、弛緩及び「休息及び消化反応」と密
接な関係があり、副交感神経系は、他の効果の中でも、血圧及び心拍数を低減し、消化を
増大させてエネルギを保存する。ＡＮＳは、正常な内部機能を維持し、体性神経系で作用
する。
【００１６】
　心拍数及び力は、交感神経系が刺激される（副交感神経系が抑制される）と増加し、交
感神経系が抑制される（副交感神経系が刺激される）と減少する。求心性神経は、神経中
枢に向けてインパルスを伝達する。遠心性神経は、神経中枢から離れるようにインパルス
を伝達する。
【００１７】
　交感神経及び副交感神経系を刺激することで、心拍数及び血圧以外の効果を有すること
ができる。例えば、交感神経系を刺激することで、瞳孔を散大させ、唾液及び粘液生成を
低下させ、気管筋を弛緩させ、胃の不随意収縮（蠕動）の連続波及び胃の移動性を低下さ
せ、肝臓によるグリコーゲンからグルコースへの変換を増加させ、腎臓による尿分泌を低
減し、膀胱の壁を弛緩させて括約筋を閉じる。副交感神経系を刺激すること（交感神経系
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を抑制すること）で、瞳孔を収縮させ、唾液及び粘液生成を増加させ、気管筋を収縮させ
、胃及び大腸の分泌及び移動性を増大させ、小腸の消化を増加させ、尿分泌を増加させ、
膀胱の壁を収縮させて括約筋を弛緩させる。交感神経及び副交感神経系に関連付けられた
機能は多くあり、互いに複雑に統合する可能性がある。
【００１８】
　上述のように、交感神経及び副交感神経系は、反対の影響を与える。ＡＮＳ反射は、そ
れらの効果を補償し、生理系を自律神経平衡に戻す。例えば、交感神経活動の増大及び／
又は副交感神経活動の低下を引き起こすイベントは、交感神経緊張を増大させ、交感神経
緊張は、ＡＮＳ反射を引き起こし、イベント終了後に交感神経緊張を増大させるように副
交感神経活動を増大させ及び／又は交感神経活動を低下させる傾向がある。同様に、交感
神経活動の低下及び／又は副交感神経活動の増大を引き起こすイベントは、副交感神経緊
張を増大させ、副交感神経緊張は、ＡＮＳ反射を引き起こし、イベント終了後に副交感神
経緊張を低下させるように副交感神経活動を低下させ及び／又は交感神経活動を増大させ
る傾向がある。
【００１９】
　ＡＮＳ調節に対する直接反応及び反射反応
　図２Ａ～図２Ｄは、ＡＮＳによって調節した生理的信号、例えば、心拍数の神経刺激に
対する直接及び反射反応の描写を示している。生理的信号のこのような直接及び反射反応
は、典型的には、ＡＮＳが、対向する副交感神経及び交感神経生理的効果の均衡を維持す
るように機能するので反対である。直接副交感神経反応及び交感神経反射反応は、例とし
てこの文書内に示されている。本発明の主題はまた、直接交感神経反応及び副交感神経反
射反応に適用可能である。初期基線２０１の下の信号の部分は、副交感神経反応を引き出
す神経刺激パルス（ＮＳパルス）に対する直接反応２０２を表し、直線２０１の上の信号
の部分は、直接反応２０２が終了した後の交感神経反射反応２０４を表している。様々な
刺激パラメータは、望ましい直接及び反射反応するように選択することができる。図２Ａ
は、５つの神経刺激オン期間（ＮＳ）が送出される時のＩＮＳの期間を示し、ここで、各
ＮＳは、直接反応２０２のみを誘発し、直接反応２０２は、連続ＮＳ間に初期基線２０１
に戻らない。これは、ＩＮＳ中に過渡がない直接反応を示している。各ＮＳにおいて、直
接反応２０２は初期基線２０１より下のピークに達し、続いて回復２０３は基線２０１に
向けて戻る。しかし、この回復は、次のＮＳの前には基線２０１に戻らない。連続ＮＳ間
の不完全な直接反応回復のその結果、その後の信号基線２０５は、ＩＮＳの各ＮＳ後に初
期基線２０１を更に下回って漸次的に移動する。ＩＮＳ中に反復刺激にわたって累積する
非過渡的直接反応の効果は、神経刺激の多くの臨床適用において望ましくない場合がある
と考えられている。図２Ｂは、刺激パラメータが、直接反応２０２を連続ＮＳ間に初期基
線２０１に戻すように調節されていることを除いて、図２Ａに類似するＩＮＳの期間を示
している。これは、ＩＮＳ中に過渡的である直接反応を示している。図２Ｃは、各ＮＳが
直接反応２０２及び反射反応２０４を誘発するＩＮＳの期間を示し、反射反応２０４は、
連続ＮＳ間に基線２０１に戻らない。これは、ＩＮＳ中の過渡的でない反射反応を示して
いる。各ＮＳにおいて、直接反応２０２は初期基線２０１より下のピークに達し、続いて
反射反応２０４が基線２０１より上のピークに達し、続いて回復２０３が、基線２０１に
向けて戻る。しかし、この回復は、次のＮＳの前に基線２０１に戻らない。連続ＮＳ間の
不完全な反射反応回復のその結果、その後の信号基線２０６は、ＩＮＳの各ＮＳ後に初期
基線２０１を更に上回って漸次的に移動する。ＩＮＳ中に反復刺激にわたって累積する非
過渡的反射反応の効果は、神経刺激の多くの臨床適用において望ましくない場合があると
考えられている。図２Ｄは、刺激パラメータが、反射反応２０４を連続ＮＳ間に初期基線
２０１に戻すように調節されていることを除いて、図２Ｃに類似するＩＮＳの期間を示し
ている。これは、ＩＮＳ中に過渡的である反射反応を示している。調節することができる
パラメータの一部は、以下に限定されるものではないが、刺激パルスのマグニチュード及
び持続時間、刺激の位置、断続的に神経刺激バーストを送出する治療における神経刺激の
バーストのタイミング及び持続時間を含む。一部の実施形態は、遠心性及び／又は求心性
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神経活動を調節する。望ましいパラメータは、実験データに基づいて又は神経刺激器装置
の埋め込みの時に行われた神経刺激試験ルーチンに基づいて選択することができる。例え
ば、バーストの持続時間が約１０秒であり、バーストが毎分１回繰り替えされ、電気パル
スが、約１ｍＡの電流及び約２０Ｈｚの周波数を有する頸部の迷走神経に神経カフ電極を
使用して送出された神経刺激バーストは、望ましい過渡的直接及び反射反応を神経刺激に
与えることを研究は示している。
【００２０】
　図３は、副交感神経を刺激するのに使用する一列の神経刺激バーストを示している。各
バーストは、バースト内に複数のパルス（図示せず）を含む。図では、各バーストは、等
しい持続時間（例えば、１０秒の程度）を有し、バーストは、バースト周期（例えば、１
分の程度）によって分離される。持続時間及び／又はバースト周期は、治療投与量及び過
渡誘発反応を調節するように治療中に調節することができる。投与量及び過渡誘発反応は
、バースト内の神経刺激パルスの振幅、パルス周波数、及び／又はパルス幅を変えること
によって調節することができる。
【００２１】
　図４Ａ、図４Ｂ、図５Ａ、及び図５Ｂは、心拍数（ＨＲ）又は血圧（ＢＰ）に対するＡ
ＮＳ効果を引き出すような図３に示す神経刺激のターゲットへの印加を示している。図４
Ｂ及び図５Ｂに示す立ち下がり波形は、副交感神経刺激から予想されたようなＨＲ又はＢ
Ｐの減少を示すが、立ち上がり波形は、交感神経刺激から予想されたようなＨＲ又はＢＰ
の増加を示している。図４Ａ及び図４Ｂは、過渡的直接副交感神経効果を引き出すように
調節された刺激パラメータを示している。図５Ａ及び図５Ｂは、過渡的直接副交感神経及
び過渡的反射交感神経効果を引き出すように調節された刺激パラメータを示している。
【００２２】
　図４Ａは、遠心性副交感神経ターゲットを示し、図４Ｂは、図４Ａに示すような遠心性
副交感神経ターゲットにおいて図３に示すような副交感神経刺激パルス列への循環に対す
る直接反応（例えば、心拍数又は血圧の低下）を示している。求心性神経の活動電位は、
中枢神経系（ＣＮＳ）に向けて移動し、遠心性神経の活動電位は、ＣＮＳから離れるよう
に移動する。図４Ｂに示すように、遠心路の選択的刺激に起因する直接反応４０７は、神
経刺激パルスの時間的経過に従い、刺激バースト間に基線に戻る（すなわち、それは過渡
的である）。この例の遠心性刺激は、刺激バーストの終了後に反応の基線へ即時復帰する
ことによって示すように、測定可能な反射反応を引き出さないＨＲ又はＢＰの小さい直接
反応をもたらす。
【００２３】
　図５Ａ及び図５Ｂは、信号をターゲットからＣＮＳまで運ぶ遠心性副交感神経経路と、
反射刺激をＣＮＳからターゲットまで運ぶ遠心性交感神経経路とを有する遠心性副交感神
経ターゲットを示している。図５Ｂは、図５Ａに示すような遠心性副交感神経ターゲット
において図３に示すような副交感神経刺激パルス列への循環の直接及び反射反応（例えば
、心拍数減少次に増加、又は血圧増加次に減少）を示している。図５Ｂに示すように、遠
心路の選択的刺激は、直接反応５０７及び反射反応５０８する。この例では、遠心性刺激
は、図５Ａの圧受容器がＨＲ又はＢＰの下降に反応する時に反射反応を引き出し、インパ
ルスを図５Ａに示す求心性神経のＣＮＳに送り、それによって図５Ａに示す交感神経遠心
路のＣＮＳから搬送されたインパルスを通じてＨＲ及びＢＰを増加させる代償性交感神経
反射を引き出す。図５Ｂに示すように、直接反応は、刺激バーストの終了後直ちに終了す
るのに対して、反射反応は、刺激バーストの終了後にある程度まで続き、直接及び反射反
応の両方が、次の刺激バースト前に基線に戻る（すなわち、それらは過渡的である）。
【００２４】
　本発明の主題は、特定的な機構に限定されることなく、むしろ過渡的であるべき神経刺
激の誘発された直接及び反射反応を検証し、一部の実施形態では制御するようにＡＮＳ調
節に対する反応をモニタする。例えば、本発明の主題は、均衡の取れた過渡的直接及び反
射効果を容易にし、及び／又は望ましくない生理的効果の回避を容易にする方法としてＩ
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ＮＳ反応をモニタ又は測定するための手段を提供する。例えば、本発明の主題は、直接及
び反射反応のマグニチュードを測定し、その後の刺激の前にそれらの消耗を検出すること
ができ、ＡＮＳは、神経刺激の直接及び反射反応を過渡的にすることを可能にするように
刺激することができる。
【００２５】
　断続的ＮＳバーストに対するＡＮＳ反応のモニタリング
　図６Ａ～図６Ｃは、断続的ＮＳバーストに対する反応をモニタするための様々な実施形
態を示している。複数のバーストは、様々な実施形態により解析することができる。各図
は、プログラムされたＮＳ治療の複数のＩＮＳ刺激バーストの中の１つの神経刺激バース
トを示している。ＮＳバーストは、先行してＮＳパルスがない時間がその後に続く複数の
ＮＳパルスを含む。図６Ａに示す一実施形態では、ＡＮＳ信号は、時間と共にモニタされ
てＮＳイベントでマークを付けられ、ＮＳイベントは、ＮＳバーストの開始からの固定オ
フセットの時点である。ＮＳバースト開始からのＮＳイベントオフセットは、様々な信号
解析の実施形態に応じてゼロオフセット、負のオフセット、又は正のオフセットとするこ
とができるが、ゼロオフセットが好ましい。ＮＳイベントは、ＡＮＳ信号を「イベント前
信号」と「イベント後信号」に分ける。イベント前信号及びイベント後信号は、下で詳述
するように、様々な信号解析の実施形態を使用して比較し、イベント後信号のどの位置が
ＮＳイベントと相関性があるかを判断することができる。一部の実施形態は、イベント後
信号が、ＮＳ過渡に反応する次の断続的ＮＳバースト前にＮＳイベントと相関性がないと
して定められるようにＩＮＳ治療パラメータを選択する。図６Ｂに示す一実施形態では、
イベント前信号は、イベント前基線を含み、イベント後信号は、誘発反応及びイベント後
基線を含む。この例では、ＩＮＳ治療パラメータは、イベント前信号が、イベント前基線
中に直接先行するＮＳバーストによってある程度まで影響を受けない（例えば、それと相
関性がない）ように選択される。イベント前基線間隔は、イベント前信号が先行するＮＳ
の影響を受けないとＮＳイベント前にいつでも始めることができ、ＮＳイベント前又はＮ
Ｓイベント時のいつでも終了することができる。誘発反応は、イベント前基線信号とはあ
る程度まで異なるＮＳイベントと相関性があるイベント後信号である。この違いは、下で
詳述するように判断することができる（例えば、信号加算平均及びボックスカー試験）。
誘発反応間隔は、イベント後信号がある程度までイベント前基線信号から外れる時に始ま
り、誘発反応間隔は、信号が、ある程度までイベント前基線信号に類似する時に終了する
。イベント後基線は、信号がイベント前基線信号に類似している時の誘発反応に続くイベ
ント後信号の部分である。一部の実施形態は、各ＮＳバースト過渡に対して誘発反応を行
うイベント後基線を提供するようにＩＮＳ治療パラメータを選択する。図６Ｃに示す一実
施形態では、誘発反応は、ＮＳに対する直接及び反射反応を表す構成要素を検出して測定
するように解析される。この例では、誘発反応のピークは、誘発反応信号の１次導関数の
ゼロ交差によって検出される。初期反応ピークは、一般的に、ＮＳに対する直接反応から
生じる。誘発反応の開始から初期反応ピークまでの間隔は、初期反応であり、初期反応は
、一般的にＮＳの直接反応を表している。反応ピーク後に、誘発反応は、基線に向けて回
復し、基線レベルまで回復する前に上及び下の基線を振動させる可能性がある。測定可能
な回復反応振動は、一般的に、ＮＳに対する反射反応から生じる。初期反応の終了から誘
発反応の終了までの間隔は、回復反応であり、回復反応は、一般的にＮＳの反射反応を表
している。回復反応振動は、反射反応の発生及び性質を示している。一部の実施形態では
、ＩＮＳ治療パラメータは、直接及び反射反応のマグニチュード及び／又は持続時間と均
衡を取るように選択される。一部の実施形態では、パラメータは、直接及び反射反応のマ
グニチュード及び／又は持続時間のいずれか又は両方を最大又は最小にするように選択さ
れる。一部の実施形態は、直接反応を最大にして反射反応を最小にするが、他のものは、
直接反応を最小にして反射反応を最大にする。一部の実施形態は、直接及び反射反応のパ
ターンを誘発しようとする。
【００２６】
　図７は、断続的ＮＳ治療に対する反応をモニタするための様々な実施形態を示している
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。図は、上部トレース「ＳＴＩＭ」に描かれた複数の断続的ＮＳ刺激バーストを含むプロ
グラムされたＮＳ治療を示している。各ＮＳバーストは、複数のＮＳパルス（図示せず）
を含み、連続ＮＳバーストは、ＮＳパルスのない時間によって分離される。この図はまた
、ＮＳイベントマーカ１、２、及び３によってタグを付けた３つの連続ＮＳバーストに対
して下部トレース「ＳＩＧＮＡＬ」に描かれたＡＮＳ反応の評価を示し、それらの各々は
、その対応するＮＳバーストの開始からの固定オフセットである。様々な実施形態は、治
療において全てのＮＳバーストに対するＡＮＳ反応を評価する。一部の実施形態は、装置
指令（例えば、スケジュールにより又は検出されたイベントに応答して）又は医師からの
指令に応答してＮＳバーストに対するＡＮＳ反応を評価する。図７は、各評価されたＮＳ
イベントが、イベント前信号７０１及びイベント後信号７０２を含むことを示している。
過渡反応を評価するために、イベント前信号７０１は、直接先行するＮＳバーストと相関
性がある反応の終了後に開始するように選択され、イベント後信号７０２は、すぐ後に続
くＮＳイベントマーカの前に終了するように選択される。図７に示すように、１つの評価
されたＮＳイベントのイベント後信号７０２は、後に続く評価されたＮＳイベントのイベ
ント前信号７０１と重なる可能性がある。ＮＳイベントを評価するのに、一部の実施形態
は、バーストのイベント後信号をモニタするに過ぎない。他の実施形態は、ＮＳイベント
の前にイベント前信号をモニタし、ＮＳイベント後にイベント後信号をモニタする。様々
な実施形態は、ＮＳイベント前にイベント前信号を使用し、基線反応を提供する。ＮＳイ
ベントを評価するのに、一部の実施形態は、ＮＳイベントの前にイベント前基線をモニタ
し、バーストに対する誘発反応をモニタする。様々な実施形態は、例えば、ＮＳ治療の過
渡的な生理的効果の均衡を取るように、直接及び反射反応の特定のパターンを誘発しよう
としてＮＳに対する直接及び反射反応に対応する誘発反応の構成要素を評価する。
【００２７】
　図８及び図９は、様々な実施形態により神経刺激治療を加えて断続的ＮＳパルスに対す
る誘発反応を評価するための様々な方法を示している。図８に示す実施形態では、断続的
ＮＳバーストを送出する治療パラメータは、８０９において埋め込み型医療装置の中にプ
ログラムされる。８１０において、プログラムされたＮＳ治療は、ＡＮＳを調節するよう
にＡＮＳターゲットに加えられる。プログラムされた治療は、ＮＳパルスのバーストを含
む。８１１において、誘発反応が評価される。例えば、一部の実施形態は、誘発反応が、
次のバーストの前に実質的に基線に戻るかを判断する。一部の実施形態では、各ＮＳバー
ストから定められた時間オフセットを有するＮＳイベントと相関性があるイベント後信号
が評価され、８１２において、ＮＳ治療パラメータは、相関信号が望ましくないような場
合、例えば、相関信号が、本明細書で説明するように過渡的でないか又は均衡が取れてい
ないか又はそうではければ受け入れられない場合に調節される。図９に示す実施形態では
、断続的ＮＳバーストを送出する治療パラメータは、９０９において埋め込み型医療装置
の中にプログラムされる。９１０において、プログラムされたＮＳ治療は、ＡＮＳを調節
するようにＡＮＳターゲットに加えられる。プログラムされた治療は、ＮＳパルスのバー
ストを含む。９１１において、各ＮＳバーストから定められた時間オフセットを有するＮ
Ｓイベントと相関性があり、かつイベント前信号から外れたイベント後信号における誘発
反応が評価され、９１２において、ＮＳ治療パラメータは、反応が望ましくないような場
合、例えば、反応が、本明細書で説明するように過渡的でないか又は均衡が取れていない
か又はそうではければ受け入れられない場合に調節される。図示の実施形態では、誘発反
応９１１を評価する段階は、イベント前信号（刺激前サンプルとも呼ばれる）９１３中の
１つ又はそれよりも多くのパラメータを感知する段階と、イベント後信号（刺激後サンプ
ルとも呼ばれる）９１４中の１つ又はそれよりも多くのパラメータを感知する段階とを含
む。９１５において、刺激前サンプル及び刺激後サンプルは、誘発反応を評価するために
比較される。
【００２８】
　刺激に対するＡＮＳ反応を特徴付けてモニタするのに使用することができるいくつかの
方法がある。例えば、一部の実施形態は、誘発反応がその後の神経刺激バースト前に基線
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に戻る時に誘発反応が過渡的であることを確認し、一部の実施形態は、反応の持続時間を
判断し、一部の実施形態は、反応曲線下の面積を判断し、一部の実施形態は、自動的に誘
発反応ゴールを検索し、一部の実施形態は、他の装置からのセンサを使用して反応を確認
し、一部の実施形態は、代償性反射媒介効果を最適化する。
【００２９】
　一部の誘発反応は、それらが、有効な治療成果に必要なレベルでのＮＳの不要な副作用
（例えば、徐脈、不快感、及び随伴筋肉刺激など）であるので、過渡的であるように管理
される。一部の誘発反応は、ＮＳ治療の有効性を最適化するか又はそうでなければ改善す
るように管理され、一部の実施形態は、副交感神経及び交感神経反応を振動させて、ＮＳ
治療の有効性を最適化するか又はそうでなければ改善するように管理される。
【００３０】
　一部の実施形態は、信号加算平均を使用して、背景信号変動の存在下で誘発反応を検出
する。反復ＩＮＳ刺激バーストからの信号は、定められたＮＳイベントに整列し、反復サ
ンプルにわたって平均され、これは、相関性のない背景変動を最小にし、相関性がある誘
発反応信号を抽出する。ＩＮＳ治療パラメータは、次に、誘発反応が過渡的であり、かつ
受け入れ可能なパターンを有することを保証するように調節することができる。この技術
の例は、以下に示されている。
【００３１】
　一部の実施形態は、フーリエ解析を使用して誘発反応を検出かつ測定する。信号データ
時系列のフーリエ分解は、信号の周波数スペクトルを判断し、特定の周波数の振動が存在
してそれらのパワーを測定すると検出することができる。それらの指標を使用して、過渡
反応を最適化して制御することができる。
【００３２】
　一部の実施形態は、自己相関を使用して一過性の反応の持続時間を判断する。背景変動
信号（ＮＳなし）の自己相関は、何らかの基線値を有することになる。しかし、ＮＳによ
って引き起こされた信号変動は、信号がＮＳの影響を受ける時の期間より高い（異なる）
自己相関値を有することになる。ＮＳイベントの前及び後に続く信号は、何らかのサンプ
ル持続時間にわたって自己相関を受ける。刺激前及び過渡反応が背景まで後退した後の信
号は、信号のランダム変化のみを反映した自己相関値を有するべきである。ＮＳイベント
から生じる信号変化は、刺激に先行する基線の自己相関と比較してより高い自己相関値を
有することになる。ＮＳ過渡イベントの終了は、ＮＳイベントに続く信号の自己相関がＮ
Ｓ前基線値まで減少する時に検出される。
【００３３】
　一部の実施形態は、一過性の反応の持続時間を判断するのに相互相関を使用する。信号
のランダム時間間隔（期間）は、信号変動がランダム可変ファクタによる時に信号の別の
ランダム時間間隔と相互相関する時に低相関を有する。しかし、各々がＮＳイベントの後
に続く２つの時間間隔は、信号が、ＮＳ反応の一部と同様に変動すべきであるのでより高
い相関値を有すると予想される。ＮＳイベントの後に続く信号は、固定持続時間（一過性
の反応がどのくらい長く続くことになるかに関する予想により設定されている持続時間）
の一連の連続時間間隔（例えば、ｉ＝１，２，．．．ｎ）に分けることができる。異なる
ＮＳイベント［例えば、Ｅ（１，ｉ）、Ｅ（２，ｉ），．．．Ｅ（Ｎ，ｉ）］後の対応す
る間隔の間の相互相関は、その間に実際にＮＳ発生信号反応がある間隔に対して高い相関
性があると予想され、間隔をＮＳ反応が背景レベルまで低下した後に起こるものと比較す
ると相関性がないと予想される。有意な相関関係を示す最後の間隔は、過渡反応の終わり
になると考えられる。信号は、事前濾過又は平均化され、相関前に非定常の変動を除去し
、例えば、信号レベルの低速周波数ドリフトを除去ことができる。
【００３４】
　一部の実施形態は、テンプレート照合技術を使用して、誘発反応の特定的なパターンを
検出して測定する。テンプレートは、埋め込み型神経刺激器のメモリ中に格納することが
できる。テンプレートは、全信号又は部分信号の集積に基づくことができる。テンプレー



(13) JP 5624672 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

トは、信号から抽出された特徴の特徴的なセット、例えば、ピーク値の相対時間、基線（
ゼロ）交差の数、及び信号勾配などに基づくことができる。テンプレート照合は、当業技
術で公知のあらゆる利用可能な方法を使用することができる。一例は、テンプレートと信
号の相関関係である。信号は、テンプレート照合の前に濾過及び平均化などによって前処
理することができる。
【００３５】
　一部の実施形態は、均衡の取れた又はそうでなければ望ましい反応がいつ得られるかを
判断する方法として曲線下の面積を測定する。一部の実施形態は、時点が、累積面積がゼ
ロ（又は別の定められた値）に近づくところで見出されるまで、ＮＳイベントからＮＳイ
ベントの後に続く各時点まで累積的に曲線下の面積を測定することによって過渡反応の終
了（すなわち、過渡反応の持続時間／期間）を見出す。例えば、刺激強度／持続時間パラ
メータは、定められた過渡反応期間中に追跡された生理的変数（例えば、ＢＰ又はＨＲ）
に対する曲線下面積が、正味ゼロ又は何らかの他の定められた正味値に近づくまで調節さ
れる。
【００３６】
　一部の実施形態は、誘発反応ゴールに対して神経刺激パラメータの範囲にわたって自動
検索を実施する。例えば、様々な実施形態は、定められたパラメータ範囲、定められた検
索スケジュール、又は定められた成功／破壊基準にわたって単独又は組み合わせて指定さ
れたパラメータのためにあるべき自動検索行動をプログラムして制約する。一部の例示的
な検索方法は、パラメータランプ（例えば、振幅ランプ、刺激持続時間ランプ）、山登り
技術、模擬焼きなまし、及び他のアルゴリズム検索技術である。例えば、ＮＳバースト持
続時間及びバースト間隔、及び／又は刺激パルス強度及びパルス周波数は、検索中に変更
することができる。異なる刺激位置（多重電極構成を有する）及び刺激波形（単電極又は
多重電極構成を有する）は、捕捉された軸索（神経路）セットを変えて、最適過渡反応に
対して異なる神経路にわたって検索を可能にするように変更することができる。
【００３７】
　本発明の主題は、特定の過渡反応効果を回避又はそうでなければ制御しながら、長期臨
床処置効果（成果）を達成するようにＮＳを構成することを可能にするように設計される
。ＮＳ処置効果（成果）は、病態の標準的臨床指標によって測定することができる。例え
ば、心臓血管適用に対して、処置成功は、バイオマーカ（ＢＮＰ、ＡＮＰ、ＴＮＦ、ＳＥ
ＲＣＡ、心臓トロポニン、クレアチンキナーゼ、ＭＭＰ、ＴＩＭＰ、インターロイキン、
プラズマＮＥ、Ｃ反応性蛋白質、その他）、心機能測定（最小、最大、及び平均ＨＲ、Ｈ
Ｒ変動、放出率、弁統制、１回拍出量、収縮期及び拡張期ＢＰ、心室収縮期及び拡張期圧
、収縮同期及びパターン、その他）、心臓の構造測定（拡張末期及び収縮末期容量、血管
開通／閉塞、その他）、臨床的測定（患者体重、６ヶ月歩行距離、ピークＶＯ2、入院頻
度、ＭＩイベント、生命の質のスコア、その他）によって測定することができる。処置の
成果のこれらの臨床的測定は、臨床的回復期間、典型的には数週間又は数ヶ月にわたって
全て明らかになると予想される。臨床反応の測定は、ＮＳ誘発反応の測定から明らかであ
り、これは、本明細書で説明する様々な実施形態が、過渡的であるように能動的に管理す
る。
【００３８】
　様々な実施形態による神経刺激に対するモニタされた生理学的イベント反応のうちの１
つは、神経刺激の直接効果の後に続く反対の代償性反射媒介効果に対応する振動反応であ
る。一部の実施形態は、振動反応を改善又は最適化する。例えば、様々な実施形態は、直
接ＮＳ反応、反射反応又は両方のピークを最適化する。様々な実施形態は、直接ＮＳ反応
、反射反応又は両方の持続時間を最大にする。様々な実施形態は、直接ＮＳ反応、反射反
応又は両方の持続時間を最小にする。様々な実施形態は、直接ＮＳ又は反応ピーク及び／
又は持続時間を最大にして最小にする何らかの組合せを行う。一部の実施形態は、反応の
１次導関数のゼロ交差を検出することにより、場合によっては高周波数の振動を除去する
ように濾過が行われた後に振動を測定する。反応を発生させ改善するか又は最適化するた
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めの一部の実施形態は、基線ＨＲ又は基線ＢＰ又は他の基線の生理学的測定に依存する刺
激パラメータを選択する。例えば、基線ＨＲが高い場合、神経ターゲットは、副交感神経
緊張を増大させてＨＲを低減し、望ましい直接及び／又は間接ＨＲ反応するように選択さ
れる。基線ＨＲが低い場合、神経ターゲットは、交感神経緊張を増大させてＨＲを増加さ
せ、望ましい直接又は間接ＨＲ反応するように選択される。
【００３９】
　一部の実施形態は、ＨＲ又はＢＰ（又は他の生理的変数）の誘発反応が閾値レベルより
も小さいように制御しながらＮＳを送出する。例えば、これは、過渡反応制御を受けたＨ
Ｒ、ＢＰ、又は他のモニタされた生理的パラメータの変化がないか又は僅かに許容できる
ほど低い変化があることを保証しながら、ＮＳが送出されることを許容する。治療的に有
効なＮＳレベルは、刺激の有効レベルに関連していることが公知の特定の誘発反応を検出
することによって判断することができる。例えば、喉頭部振動を誘発するように構成され
た迷走神経刺激は、最小の有効治療レベル（すなわち、迷走神経のＡ繊維を刺激する最小
の又はより低い範囲のレベル）を示す場合があり、迷走神経刺激は、装置が最小効果レベ
ルに設定されることを（すなわち、装置が、より低い範囲の治療効果刺激を送出し続ける
ことによって依然として働いていることを）保証するように装置又は医師によって測定す
ることができる。次に、装置は、モニタされた生理的変数の過渡反応を制御しながら（す
なわち、最適治療のために不要な一時的副作用を制御するか又は過渡反応を調節しながら
）、治療を最大にするように刺激のレベルを増大させることができる。誘発反応の制御の
一例は、本明細書においてその全内容が引用により組み込まれている２００９年６月１８
日に出願の「迷走神経刺激を送出するためのシステム及び方法」という名称の米国特許出
願第１２／４８７２６６号明細書に説明されている。
【００４０】
　装置及びシステム
　図１０は、断続的神経刺激に対する検出された誘発反応に基づいて使用かつ修正するこ
とができるプログラマブルパラメータの一部の例を示している。プログラマブルパラメー
タは、振幅１０１６、周波数１０１７、パルス幅１０１８のような神経刺激治療の強度を
調節するのに使用するパラメータを含むことができる。一部の実施形態は、神経刺激スケ
ジュールを調節し、神経刺激強度を調節する。スケジュールパラメータの例は、治療持続
時間１０１９（例えば、何分でＩＮＳ治療プロトコルを加えるか）、開始／停止時間１０
２０（例えば、いつＩＮＳ治療プロトコルを開始又は停止するか）、刺激周期１０２１（
例えば、ＩＮＳ治療プロトコルのバースト間隔）、刺激周期１０２２当たりの刺激列持続
時間（例えば、ＩＮＳ治療プロトコルのバースト持続時間）、負荷サイクル１０２３（例
えば、ＩＮＳ治療プロトコルの刺激持続時間／刺激周期）、及び刺激バーストの強度の増
強及び／又は低下１０２４を含む。一部の実施形態は、全体を符号１０２５に示すような
新経路に沿って異なる位置を刺激し、神経路に沿ってそれらの異なる位置において活動電
位を開始するように、神経路の近くで複数の電極を作動的に位置決めする機能を考慮して
設計される。一部の実施形態は、活動電位が反応を誘導する前に移動する必要がある距離
を変えるように神経が刺激され、かつ従って直接反応又は反射反応の活動電位によって誘
導された反応のタイミングを変える位置を変える。一部の実施形態は、全体を符号１０２
６に示すように遠心路又は求心路が刺激されているか否かを制御する。
【００４１】
　負荷サイクル中に送出された神経刺激は、電気、超音波、熱、磁気、光又は機械的エネ
ルギを使用する刺激のような様々な神経刺激技術を使用して送出することができる。電気
神経刺激は、この文書では神経刺激の例として使用される。電気刺激では、例えば、神経
刺激パルス（電流又は電圧）の列は、刺激の負荷サイクル中に送出することができる。刺
激パルス波形は、正方形パルス又は他の形態とすることができる。更に、刺激パルスは、
単相又は２相パルスとすることができる。
【００４２】
　様々な実施形態は、神経刺激を制御し、断続的神経刺激イベントに続いてＨＲ、ＢＰ、
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及び他の生理活動の一時的変化を制御する。以下の例は、心拍数及び血圧信号及びターゲ
ットを使用して示されている。心拍数及び血圧は、非網羅的例である。当業技術で公知の
ように、他の生理的パラメータは、ＡＮＳ活動の影響を受ける。本発明の主題は、他の生
理的信号及びターゲットを使用して実施することができる。図１１は、抽出反応を使用し
て誘発反応及び制御刺激を抽出するように構成されたシステム実施形態を示している。様
々な装置実施形態は、神経刺激送出システム１１２７（神経刺激器とも呼ばれる）、セン
サ（例えば、ＨＲセンサ１１２９及び／又はＢＰセンサ１１３０など）からのフィードバ
ックを提供することができる反応抽出器１１２８、及びコントローラ１１３１を含む。神
経刺激器は、例えば、心拍数及び／又は血圧を直接又は反射的に調節するように構成され
る。反応抽出器は、心拍数及び／又は血圧反応が所定の断続的神経刺激器と如何に相関性
があるかを判断することによって誘発反応の描写を抽出し、次に、全持続時間、直接及び
反射反応持続時間及びマグニチュードなどのような反応のパラメータを判断する。コント
ローラは、神経刺激投与量及び／又は負荷サイクルを調節し、過渡的である誘発反応を提
供し及び／又は所定の誘発反応パターンを達成するように構成される。
【００４３】
　従って、一部の実施形態は、性質上過渡的であるべき断続的ＮＳによって誘発されたＨ
Ｒ又はＢＰを制限し、ここで、ＨＲ又はＢＰは、次の刺激バーストが送出される前に基線
に戻る。すなわち、ＨＲ及びＢＰは、平均して連続する断続的刺激間に刺激前レベルに戻
ることになる。これは、ＨＲ又はＢＰの長期経過を排除することなく、ＨＲ又はＢＰが、
長期的に加えるＮＳの治療ターゲットとすることができる。異なる点は、一時的変化が、
断続的ＮＳ負荷サイクルの程度（例えば、数分）で起こることであるが、長期治療変化は
、長期的な臨床的変化の程度（例えば、数日又は数ヶ月）で起こる。他の実施形態は、同
様に他の生理的ターゲット及び信号を制御する。
【００４４】
　ＨＲセンサを使用してＨＲ時系列信号を記録することができ、ＢＲセンサを使用してＢ
Ｒ時系列信号を記録することができる。神経刺激器（ＮＳ）イベント（例えば、所定の振
幅、持続時間、位置、極性などの断続的バースト）は、本明細書では誘発反応と呼ぶ予想
可能かつ再現可能なパターン及び持続時間を有するＨＲ又はＢＲの摂動を誘発することが
できる。時系列分解は、所定の投与量の断続的ＮＳイベントに関連している誘発反応を抽
出することができる。特に、誘発反応の持続時間は、ＮＳイベントによる相関摂動が持続
する時間の長さを判断することによって判断することができる。この誘発反応の持続時間
は、ＮＳイベントによるＨＲ又はＢＰの変化が消耗し、すなわち、基線に戻るのに要する
時間である。これが、所定のＮＳ投与量に対する反応抽出器によって判断される時に、Ｉ
ＮＳ負荷サイクルは、断続的ＮＳイベントによるＨＲ又はＢＰのあらゆる変化が過渡的で
あることを保証するようにコントローラによって適合させることができる。これは、ＮＳ
治療中にＨＲ又はＢＰの持続的な有害な変化によって引き起こす（例えば、心不全患者に
おいて過度の徐脈を引き起こす）場合がある臨床的危険性を回避する。同じく誘発反応の
パターンを解析し、直接及び反射反応成分を判断して測定することができる。例えば、図
６Ｃに示すように、ＮＳバーストに対する初期反応は、初期反応ピークによって検出する
ことができ、初期反応ピークは、ほぼ直接反応に対応する。これは、初期反応が、直接又
は１つ又はそれよりも多くの反応振動のいずれかにより基線まで回復する時に、これに続
いて回復反応が起こる。回復反応における振動の存在は、反射反応を示している。直接及
び反射反応のマグニチュードは、反応の１次導関数においてゼロ交差として検出されたそ
れらの対応する反応ピークによって推定することができ、それらの持続時間は、それらの
反応ピークの両側の勾配変化に対応する１次導関数ピークの間の間隔によって推定するこ
とができる。コントローラは、刺激プロトコルの特徴を制御し、刺激に対する直接及び反
射反応のマグニチュード、持続時間、及び他のパターンを制御することができる。
【００４５】
　ＨＲ又はＢＰに対する神経刺激の効果は、ＮＳ投与量によって制御され、ＮＳ投与量は
、電極設計、刺激部位、パルス振幅、幅、及び位相、バルスバースト持続時間及びパター
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ン、及び刺激タイミングなどを含む複合的な変数から構成される。ＮＳ投与量の選択は、
装置の治療適用に依存する。一部の適用において、ＮＳ投与量は、ＨＲ又はＢＰを制御す
る神経路を直接刺激することによってＨＲ又はＢＰを過渡的に減少又は増加させるように
選択することができる。これは、次に、ＮＳイベント終了後ＨＲ又はＢＰの代償性反射変
化をもたらす場合がある。このような場合には、ＮＳイベントは、数秒又は数分の間持続
するＨＲ又はＢＰの振動を引き起こす場合がある。それらは、振動誘発反応である。それ
らは、ＡＮＳ活動における直接刺激及び反射変化の組合せを送出する装置の一部の適用に
おいては好ましい場合がある。ＮＳ投与量を変更することにより、装置は、ＨＲ又はＢＰ
誘発反応のマグニチュード、パターン、及び持続時間を制御することができる。装置反応
抽出器は、ＮＳ投与量に適合して好ましい又は最適誘発反応を達成するように、コントロ
ーラによって使用すべきそれらの誘発反応パラメータを測定することができる。
【００４６】
　ＨＲ及びＢＰセンサ１１２９及び１１３０は、ＨＲ及びＢＰ信号データの連続した流れ
を反応抽出器１１２８に提供する。このデータの流れは、解析するためにデジタル化して
離散的時系列にすることができる。反応抽出器１１２８は、ＮＳ送出システム１１２７か
ら各断続的ＮＳイベントを通知される。反応抽出器は、それらのイベントを使用して、イ
ベントに続く信号において相関反応を検出するように信号時系列を処理する。多重ＮＳイ
ベントを解析し、背景（相関性がない）信号変動から相関反応を抽出する。抽出された相
関反応は、次に、反応持続時間のような誘発反応データをコントローラに与えるように定
量化される。コントローラ１１３１は、プログラムされたパラメータによりそれらのデー
タを使用して、神経刺激の負荷サイクル及び／又は投与量を制御する。例えば、コントロ
ーラは、ＩＮＳ間隔を調節して誘発反応の持続時間よりも大きく又はこれに等しくなるよ
うにプログラムされ、従って、各ＮＳイベントによって生じたＨＲ又はＢＰ反応が、次の
ＮＳが送出される前に背景レベルに戻ることを保証することができる。コントローラは、
誘発反応が、最小又は最大持続時間又は最小又は最大反応レベル、又は多くの他の可能性
のようなプログラムされた基準に適合するまでＮＳ投与量を調節するようにプログラムす
ることができる。コントローラは、検索パラメータを反応抽出器に提供してその機能を制
御する。例えば、コントローラは、抽出アルゴリズムのための検索基準又は検索窓を設定
し、又は他の可能性の中でもどの誘発反応データを抽出すべきかを要求することができる
。
【００４７】
　図１２は、反応抽出器１２２８の実施形態を示している。ＨＲ又はＢＰからの連続アナ
ログ信号は、信号デジタル化１２２９においてデジタル化時系列に変換される。それらは
、次に、時系列を構文解析してイベントサンプルにする信号構文解析１２３０によって処
理される。時系列は、構文解析されてＮＳイベントに整列した時間的サンプリング窓を有
するイベントサンプルになり、ＮＳイベントは、各ＮＳバーストの開始から固定オフセッ
ト（通常ゼロ）によって定められた時点である。サンプリング窓は、ＮＳイベントの直前
の指定された時間に開始され、ＮＳイベントに続く指定された遅延で終了するように定め
ることができる。ＮＳ送出システム及びタイマ１２３２からのイベント信号１２３１は、
サンプリング窓を設ける上で使用することができる。サンプリング窓の内側の単一データ
は、イベントサンプルを構成する。一適用では、サンプリング窓は、全誘発反応がサンプ
リングされることを保証するために、予想された誘発反応時間よりも幾分長くするように
指定される。
【００４８】
　複数のイベントサンプルは、１２３３で処理される。例えば、一部の実施形態は、信号
加算平均を使用し、一部の実施形態は、相関を使用する。例えば、イベントサンプルは、
信号加算平均によって処理され、背景信号変動からイベント関連信号反応（誘発反応）を
抽出する。各イベントサンプルは、ＮＳイベントにおいて時間的に整列する（例えば、各
サンプル時系列の時間ベースは、時間ゼロがＮＳイベント時間において起こるように移動
する）。次に、各時点における全てのサンプルの信号値を平均する。このための方程式は
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、以下の通りである。Ｓサンプルのセットの各イベントサンプルＥ［ｓ］における全ての
データ点ｔに対して、
【００４９】
【数１】

【００５０】
　であり、式中ＥAvgは平均反応時系列である。この平均化は、ＮＳイベントと相関性が
ある信号摂動から背景信号変動を差し引く。結果は、誘発反応を表す平均時系列である。
誘発反応は、特徴抽出に対する反応解析１２３４に渡される。誘発反応は、一部の実施形
態により反応持続時間を判断するために処理される。これは、例えば、基線ボックスカー
検索で達成することができる。基線検索ボックスは、例えば、イベント前信号においてＮ
Ｓイベントに関連付けられた誘発反応の予想開始直前に、時間窓内の単一変動の範囲を判
断することによって作り出される。すなわち、検索ボックスは、誘発反応の開始前の固定
長期間中に全ての信号値を含むことになる。次に、誘発反応は、信号が検索ボックス持続
時間全体に対して検索ボックス範囲に属する時に第１の時点に対して検索される。この検
索に対するパラメータは、例えば、検索ボックスの持続時間、検索公差及び限界、検索開
始点、及び多くの他の可能性を確立するようにコントローラによって設定することができ
る。
【００５１】
　図１３は、第１のパネルが迷走神経刺激周期中の収縮期圧の測定値を示し、第２のパネ
ルが信号データの３０の１分サンプルの信号加算平均を示す信号加算平均測定値の例を示
している。上部パネルは、神経刺激イベントがＶＳで表示した矢印において送出されるＢ
Ｐ信号を記録する実時間である。ＮＳイベントと相関性がある信号変化を隠す信号に背景
振動がある。下パネルは、ＮＳイベント（ＶＳ）に整列した信号データの３０の１分サン
プルの信号加算平均から生じる誘発反応である。信号の背景振動は、実質的に減少し、平
均誘発反応を示している。この誘発反応は、ＢＰの初期ピーク減少（直接反応を表す）に
続いてＢＰの２つのピーク増加振動（多重反射反応を表す）及び次の刺激前（約４０秒記
録された）の刺激前基線レベルまでの回復から構成される。
【００５２】
　図１４は、神経刺激に対する誘発反応の終了を見出すようにボックスカー検索を使用す
る例を示している。基線検索ボックスは、神経刺激イベント及び推定誘発反応前に信号変
動範囲を見出すことが決定される。この検索ボックスは、信号が全体の検索ボックス持続
時間中に（「レンジマッチ」によって示すボックスにおいて）検索ボックス範囲になるま
で時間と共に信号を通して前方にスイープされる。これが起こる時点は、誘発反応の定め
られた最後である。
【００５３】
　図１５は、様々な実施形態による断続的神経刺激治療を加えるようになった神経刺激器
装置実施形態を示している。図示の装置１５３５は、埋め込み型装置又は外部装置とする
ことができる。図示の装置は、神経刺激信号を神経刺激電極又は変換器１５３７に送出し
、神経刺激治療を加えるようになった神経刺激送出システム１５３６を含む。神経刺激電
極の例は、神経カフ電極、血管内に設置した電極、及び経皮電極を含む。神経刺激変換器
の例は、超音波、光、及び磁気エネルギ変換器を含む。一部の実施形態は、刺激に対する
直接反応をモニタすることなく神経刺激を送出する。例えば、一部の実施形態は、各刺激
バーストに対して心拍数の特定の変化を駆動しようとすることなく刺激を送出することが
でき、過渡的なるように変化を制限するに過ぎない。一部の実施形態は、本明細書では治
療入力とも呼ばれる１つ又はそれよりも多くの生理的パラメータが、フィードバックとし
て感知されて使用され、神経刺激強度を制御してターゲット値又は値のターゲット範囲に
対して１つ又はそれよりも多くの生理的パラメータを駆動する閉ループ制御システムを使
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用して治療を加える。コントローラ１５３８は、治療入力１５３９を受け入れ、治療入力
１５３９を使用して神経刺激治療送出システム１５３６を適正に制御し、神経刺激の望ま
しい強度をもたらし、望ましい直接及び反射刺激をもたらす電極／変換器に適切な神経刺
激信号を提供する。図示の装置は、プログラマブルパラメータ１５４０を格納するメモリ
を含む。コントローラ１５３８は、神経刺激治療送出システム１５３６の波形発生器１５
４２を制御するようにプログラマブルパラメータを使用して神経刺激プロトコル１５４１
を実施する。プログラマブルパラメータは、望ましい直接及び反射を神経刺激に提供する
ように選択することができる。コントローラ１５３８は、図１１に示すように、プログラ
マブル治療投与量、負荷サイクル、及び検索パラメータにより治療を制御することができ
る。コントローラ１５３８は、全体を図１２に示すような反応抽出器を含むことができる
。図示の装置は、インプラント中にパラメータをプログラムするか又は長期的に治療を制
御するかのいずれかで望ましい直接及び／又は反射反応を神経刺激に提供するのに使用す
ることができるようなプロトコルフィードバック入力１５４３を含む。入力１５４３は、
観察条件に基づいてプログラマブルパラメータを変えるのに医師又は患者が使用するため
に装置プログラマーからの通信を受信することができる。入力１５４３は、神経刺激列の
始め及び／又は最終的に過渡反応をモニタするのに使用する生理的センサからフィードバ
ックを受け入れることができる。過渡プロトコルに対してフィードバックするのに使用す
るこのようなセンサの例は、以下に限定されるものではないが、心拍数及び血圧センサを
含む。
【００５４】
　患者管理システムは、生理的パラメータによって感知し、患者及び／又は医師に出力す
ることができるような不要な過渡反応を補償するように患者及び／又は医師がパラメータ
を調節することを可能にするのに使用することができる。入力は、コンピュータ、プログ
ラマー、携帯電話、及び携帯情報端末などによって提供することができる。患者は、通常
電話、移動電話、又はインターネットを使用してコールセンターを呼ぶことができる。通
信は、ボストンサイエンティフィックのＬａｔｉｔｕｄｅ患者管理システムで使用するも
のに類似するリピータを経由することができる。それに応じて、コールセンター（例えば
、コールセンターのサーバ）は、治療を調節又は漸増するように情報を装置に自動的に送
ることができる。コールセンターは、患者の医師にイベントを知らせることができる。装
置問い合わせは、自動的に始動することができる。装置問い合わせの結果は、過渡反応を
改善するように治療を調節及び／又は漸増すべきか否か、かつどのように調節すべきかを
判断するのに使用することができる。サーバは、装置問い合わせの結果を使用して自動的
に治療を調節及び／又は漸増することができる。医療スタッフは、装置問い合わせの結果
を精査し、望ましい治療調節及び／又は漸増を提供するように遠隔サーバを通して装置を
プログラムすることができる。サーバは、装置問い合わせの結果を患者の医師に通信する
ことができ、患者の医師は、治療を調節及び／又は漸増するために入力又は指示を与える
ことができる。
【００５５】
　図１６は、本発明の主題の様々な実施形態による神経刺激器（ＮＳ）構成要素１６４５
及び心臓律動管理（ＣＲＭ）構成要素１６４６を有する埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）１
６４４を示している。図示の装置は、コントローラ１６４７及びメモリ１６４８を含む。
様々な実施形態により、コントローラは、神経刺激及びＣＲＭ機能を実施するようにハー
ドウエア、ソフトウエア、ファームウエア、又はそれらの組合せを含む。例えば、本発明
の開示で説明するプログラムされた治療適用は、メモリに組込み、プロセッサによって実
行するコンピュータ可読の命令として格納することができる。例えば、治療スケジュール
及びプログラマブルパラメータは、メモリに格納することができる。様々な実施形態によ
り、コントローラは、神経刺激及びＣＲＭ機能を実施するようにメモリに組み込まれた命
令を実行するプロセッサを含む。図示の神経刺激治療１６４９は、心室リモデリングのた
めの治療のような様々な神経刺激治療を含むことができる。様々な実施形態は、徐脈ペー
シングのようなＣＲＭ治療１６５０、ＡＴＰ、除細動、及び心臓除細動のような抗頻脈治
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療、及び心臓再同期治療（ＣＲＴ）を含む。図示の装置は、プログラマー又は別の外部又
は内部装置と通信するのに使用するための送受信機１６５１及び関連回路を更に含む。様
々な実施形態は、遠隔測定コイルを含む。
【００５６】
　ＣＲＭ治療部分１６４６は、１つ又はそれよりも多くの電極を使用して心臓を刺激し及
び／又は心臓信号を感知するためのコントローラの制御下の構成要素を含む。図示のＣＲ
Ｍ治療部分は、心臓を刺激する電極を通して電気信号を提供するのに使用するためのパル
ス発生器１６５２を含み、感知した心臓信号を検出して処理する感知回路１６５３を更に
含む。コントローラ１６４７とパルス発生器１６５２との間で通信して回路１６５３を感
知するのに使用するためのインタフェース１６５４が全体的に示されている。３つの電極
は、ＣＲＭ治療を提供するのに使用するための例として示されている。しかし、本発明の
主題は、特定的な数の電極部位に限定されない。各電極は、それ自体のパルス発生器及び
感知回路を含むことができる。しかし、本発明の主題は、そのように限定されるものでは
ない。パルス発生及び感知機能は、多重電極で機能するように多重化することができる。
【００５７】
　ＮＳ治療部分１６４５は、神経刺激ターゲットを刺激し、及び／又は血圧、心拍数、及
び呼吸のような神経活動又は神経活動の代用物に関連付けられたパラメータを感知するた
めのコントローラの制御下の構成要素を含む。神経刺激するのに使用するための３つのイ
ンタフェース１６５５が示されている。しかし、本発明の主題は、特定的な数のインタフ
ェース又はあらゆる特定的な刺激又は感知機能に限定されない。パルス発生器１６５６は
、神経刺激ターゲットを刺激するのに使用するために電気パルスを１つの変換器又は複数
の変換器に提供するのに使用される。様々な実施形態により、パルス発生器は、刺激パル
スの振幅、刺激パルスのパルス幅、刺激パルスの周波数、パルスのバースト周波数、及び
方形波、正弦波、及び望ましい高調波成分を有する波のような形態を設定し、一部の実施
形態ではそれらを変える回路を含む。感知回路１６５７は、神経活動、血圧、及び呼吸な
どのセンサのようなセンサからの信号を検出して処理するのに使用される。コントローラ
１６４７とパルス発生器１６５６及び感知回路１６５７との間で通信するのに使用するた
めのインタフェース１６５５が全体的に示されている。各インタフェースは、例えば、個
別のリードを制御するのに使用することができる。ＮＳ治療部分の様々な実施形態は、神
経ターゲットを刺激するパルス発生器を含むに過ぎない。図示の装置は、クロック／タイ
マ１６５８を更に含み、クロック／タイマ１６５８は、プログラムされた刺激プロトコル
及び／又はスケジュールによりプログラムされた治療を加えるのに使用することができる
。図１６に示すコントローラは、全体的には図１２に示すような反応抽出器を含むことが
できる。図１６に示すコントローラはまた、図１１に示すようなプログラマブル治療投与
量、負荷サイクル、及び検索パラメータにより治療を制御することができる。
【００５８】
　図１７は、様々な実施形態によるマイクロプロセッサベース埋め込み型装置実施形態の
系統図である。装置のコントローラは、双方向データバスを通じてメモリ１７６０と通信
するマイクロプロセッサ１７５９である。コントローラは、状態機械タイプの設計を使用
する他のタイプの論理回路（例えば、離散的構成要素又はプログラマブル論理アレイ）に
よって実施することができる。本明細書で使用される場合、用語「回路」は、離散的論理
回路又はマイクロプロセッサのプログラミングのいずれかを意味すると取るべきである。
図に示されているのは、リング電極１７６１Ａ～１７６１Ｃ及び先端電極１７６２Ａ～１
７６２Ｃを有する双極リードと、感知増幅器１７６３Ａ～１７６３Ｃと、パルス発生器１
７６４Ａ～１７６４Ｃと、チャンネルインタフェース１７６５Ａ～１７６５Ｃとを含む「
Ａ」から「Ｃ」で表す感知及びペーシングチャンネルの３つの例である。チャンネルは、
従って、電極に接続されたパルス発生器で構成するペーシングチャンネル、及び電極に接
続された感知増幅器で構成する感知チャンネルを含む。チャンネルインタフェース１７６
５Ａ～１７６５Ｃは、マイクロプロセッサ１７５９と双方向に通信し、各インタフェース
は、ペーシングパルスを出力し、ペーシングパルス振幅を変え、かつ感知増幅器のための
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利得及び閾値を調節するためにマイクロプロセッサによって書き込むことができる感知増
幅器及びレジスタからの感知信号入力をデジタル化するためのアナログデジタルコンバー
タを含むことができる。ペースメーカーの感知回路は、特定的なチャンネルによって発生
する電位図信号（すなわち、心臓電気活動を表す電極によって感知する電圧）が指定され
た検出閾値を超えると、心房感覚又は心室感覚のいずれかである心室感覚を検出する。特
定的なペーシングモードで使用するペーシングアルゴリズムは、このような感覚を使用し
、ペーシングを始動又は抑制する。内因性心房及び／又は心室レートは、それぞれ心房及
び心室感知の間の時間間隔を測定することによって測定し、心房及び心室頻脈性不整脈を
検出するのに使用することができる。
【００５９】
　各双極リードの電極は、リード内の導体を通じてマイクロプロセッサによって制御する
スイッチングネットワーク１７６６に接続される。スイッチングネットワークを使用して
、電極は、内因性心臓活動を検出するために感知増幅器の入力に及びペーシングパルスを
送出するためにパルス発生器の出力に切換えられる。スイッチングネットワークはまた、
リードのリング及び先端電極の両方を使用する双極モードで又は装置ハウジング（缶）１
７６７を有するリードの電極又は接地電極として作用する別のリード上の電極のうちの１
つのみを使用する単極モードでのいずれかで装置が感知又はペーシングすることを可能に
する。一部の実施形態は、ショックを受けやすい頻脈性不整脈が検出される時に、ショッ
ク電極１７６９及び１７７０を通じて除細動ショックを心房又は心室に送出するためにコ
ントローラにインタフェースで接続されたショックパルス発生器１７６８を設ける。
【００６０】
　チャンネルＤ及びＥとして識別された神経刺激チャンネルは、副交感神経及び／又は交
感神経興奮及び／又は副交感神経及び／又は交感神経抑制を送出するために装置の中に組
み込まれ、ここで、一方のチャンネルは、第１の電極１７７１Ｄ及び第２の電極１７７２
Ｄ、パルス発生器１７７３Ｄ、及びチャンネルインタフェース１７７４Ｄを有する双極リ
ード含み、他方のチャンネルは、第１の電極１７７１Ｅ及び第２の電極１７７２Ｅ、パル
ス発生器１７７３Ｅ、及びチャンネルインタフェース１７７４Ｅを有する双極リードを含
む。他の実施形態は、単極リードを使用することができ、その場合には、神経刺激パルス
は、缶又は別の電極を基準にする。他の実施形態は、三極又は多極リードを使用すること
ができる。様々な実施形態では、各チャンネルのためのパルス発生器は、振幅、周波数、
負荷サイクルなどに関してコントローラによって変更することができる神経刺激パルスの
列を出力する。一部の実施形態では、神経刺激チャンネルの各々は、リードを使用し、リ
ードは、適切な神経ターゲットの近くの血管内に配置することができる。他のタイプのリ
ード及び／又は電極も、使用することができる。神経カフ電極は、神経刺激するように血
管内に配置された電極の代わりとして使用することができる。一部の実施形態では、神経
刺激電極のリードは、無線リンクによって置換される。
【００６１】
　この図は、マイクロプロセッサに接続された遠隔測定インタフェース１７７５を示し、
マイクロプロセッサは、外部装置と通信するのに使用することができる。図示のマイクロ
プロセッサ１７５９は、神経刺激治療ルーチン及び心筋（ＣＲＭ）刺激ルーチンを実施す
ることができる。ＮＳ治療ルーチンの例は、以下に限定されるものではないが、健康状態
を提供する治療及び心室リモデリング、高血圧症、睡眠呼吸障害を治療する治療、疼痛、
片頭痛、摂食障害及び肥満、並びに移動障害のために高血圧症血圧、心臓律動管理、心筋
梗塞及び虚血、心不全、てんかん、抑鬱症を治療するような血圧制御を含む。本発明の主
題は、特定的な神経刺激治療に限定されない。心筋治療ルーチンの例は、以下に限定され
るものではないが、徐脈ペーシング治療、心臓除細動又は除細動治療のような抗頻脈ショ
ック治療、抗頻脈ペーシング治療（ＡＴＰ）、及び心臓再同期治療（ＣＲＴ）を含む。
【００６２】
　図１８は、本発明の主題の様々な実施形態による埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）１８７
７及び外部システム又は装置１８７８を含むシステム１８７６を示している。ＩＭＤの様



(21) JP 5624672 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

々な実施形態は、ＮＳ機能を含み、又はＮＳ及びＣＲＭ機能の組合せを含む。ＩＭＤはま
た、生物学的薬品及び医薬品を送出することができる。外部システム及びＩＭＤは、無線
でデータ及び命令を伝えることができる。様々な実施形態では、例えば、外部システム及
びＩＭＤは、遠隔測定コイルを使用して無線でデータ及び命令を伝える。従って、プログ
ラマーは、ＩＭＤによって提供されたプログラムされた治療を調節するのに使用すること
ができ、ＩＭＤは、例えば、無線遠隔測定を使用して装置データ（バッテリ及びリード抵
抗など）及び治療データ（感知及び刺激データなど）をプログラマーに報告することがで
きる。外部システムは、医師又は他の介護者又は患者のようなユーザがＩＭＤの作動を制
御し、ＩＭＤによって得られる情報を得ることを可能にする。一実施形態では、外部シス
テムは、遠隔測定リンクを通じて双方向にＩＭＤと通信するプログラマーを含む。別の実
施形態では、外部システムは、遠隔通信網を通して遠隔装置と通信する外部装置を含む患
者管理システムである。外部装置は、ＩＭＤの近く内にあり、遠隔測定リンクを通じて双
方向にＩＭＤと通信する。遠隔装置は、ユーザが遠く離れた位置から患者がモニタして処
理することを可能にする。患者モニタリングシステムを更に以下に説明する。遠隔測定リ
ンクは、埋め込み型医療装置から外部システムへのデータ伝送を行う。これは、例えば、
ＩＭＤが取得したリアルタイムの生理的データを伝送する段階と、ＩＭＤが取得し、これ
に格納された生理的データを抽出する段階と、埋め込み型医療装置に格納された治療履歴
データを抽出する段階と、ＩＭＤの作動ステータス（例えば、バッテリステータス及びリ
ードインピーダンス）を示すデータを抽出する段階と含む。遠隔測定リンクはまた、外部
システムからＩＭＤへデータ伝送する。これは、例えば、生理的データを取得するように
ＩＭＤをプログラムする段階と、少なくとも１つの自己診断試験（装置作動ステータスな
どについて）を実施するようにＩＭＤをプログラムする段階と、少なくとも１つの治療を
加えるようにＩＭＤをプログラムする段階とを含む。
【００６３】
　図１９は、本発明の主題の様々な実施形態による外部装置１９７８、埋め込み型神経刺
激器（ＮＳ）装置１９７９、及び埋め込み型心臓調律管理（ＣＲＭ）装置１９８０を含む
システム１９７６を示している。様々な態様は、ＮＳ装置とＣＲＭ装置又は他の心臓刺激
器との間で通信する方法を含む。様々な実施形態では、この通信は、装置１９６７又は１
９６８の一方が、他方の装置から受信したデータに基づいてより適切な治療（すなわち、
より適切なＮＳ治療又はＣＲＭ治療）を加えることを可能にする。更に、ＣＲＭ装置から
のセンサは、ＨＲ、ＢＰ、又は神経刺激に対する過渡反応のための別のパラメータをモニ
タすることができる。一部の実施形態は、オンデマンド通信を提供する。様々な実施形態
では、この通信は、装置の各々が他の装置から受信したデータに基づいてより適切な治療
（すなわち、より適切なＮＳ治療及びＣＲＭ治療）を加えることを可能にする。図示のＮ
Ｓ装置及びＣＲＭ装置は、互いに無線で通信することができ、外部システムは、ＮＳ及び
ＣＲＭ装置の少なくとも１つと無線で通信することができる。例えば、様々な実施形態は
、遠隔測定コイルを使用して、データ及び命令を互いに無線で通信する。他の実施形態で
は、データ及び／又はエネルギの通信は、超音波手段による。ＮＳ及びＣＲＭ装置の間で
無線通信するのではなく、様々な実施形態は、ＮＳ装置とＣＲＭ装置との間で通信するの
に使用するために静脈内給送リードのような通信ケーブル又はワイヤを提供する。一部の
実施形態では、外部システムは、ＮＳ及びＣＲＭ装置の間で通信ブリッジとして機能する
。
【００６４】
　図２０～図２３は、迷走神経刺激を提供するようになったシステム実施形態を示し、左
及び右迷走神経の両方を刺激することができる両側性システムとして示されている。当業
者は、本発明の開示を読んで理解すると、システムを右迷走神経のみを刺激するように設
計することができ、システムを左迷走神経のみを刺激するように設計することができ、シ
ステムを右及び迷走神経の両方を両側性に刺激するように設計することができることを理
解するであろう。システムは、神経トラフィックを刺激する（迷走神経が刺激される時に
副交感神経が反応する）ように、又は神経トラフィックを抑制する（迷走神経が抑制され



(22) JP 5624672 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

る時に交感神経が反応する）ように設計することができる。様々な実施形態は、神経内の
神経繊維の一部の単方向刺激又は選択的刺激を送出する。
【００６５】
　図２０は、システム実施形態を示し、そこで、ＩＭＤ２０８１は、リード２０８２が迷
走神経を刺激するよう位置決めされた患者の胸部に皮下に又は筋肉下に設けられる。様々
な実施形態により、神経刺激リード２０８２は、神経ターゲットに対して皮下にトンネル
で至り、神経ターゲットを刺激するように神経カフ電極を有することができる。一部の迷
走神経刺激リード実施形態は、神経ターゲットに近接する血管の中に血管内給送され、血
管内の電極を使用して、神経ターゲットを経血管的に刺激する。例えば、一部の実施形態
は、内頚静脈内に位置決めされた電極を使用して迷走神経を刺激する。他の実施形態は、
気管、内頚静脈の喉頭枝、及び鎖骨下静脈内から神経ターゲットに神経刺激を送出する。
神経ターゲットは、超音波及び光エネルギ波形のような他のエネルギ波形を使用して刺激
することができる。心臓神経及び心脂肪パッドのような他の神経ターゲットを刺激するこ
とができる。図示のシステムは、装置のハウジング上にリードなしのＥＣＧ電極２０８３
を含む。それらのＥＣＧ電極は、例えば、心拍数を検出するのに使用することができる。
【００６６】
　図２１は、少なくとも１つの神経ターゲットを刺激するように位置決めされたサテライ
ト電極２１８４を有する埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）２１８１を含むシステム実施形態
を示している。サテライト電極は、ＩＭＤに接続され、ＩＭＤは、無線リンクを通じてサ
テライトのためにプラネットとして機能する。刺激及び通信は、無線リンクを通して実施
することができる。無線リンクの例は、ＲＦリンク及び超音波リンクを含む。サテライト
電極の例は、皮下電極、神経カフ電極、及び血管内電極を含む。様々な実施形態は、超音
波及び光波形のような神経刺激波形を発生させるのに使用するサテライト神経刺激変換器
を含む。図示のシステムは、装置のハウジング上にリードなしのＥＣＧ電極を含む。それ
らのＥＣＧ電極２１８３は、例えば、心拍数を検出するのに使用することができる。
【００６７】
　図２２は、様々な実施形態により、リード２２８５が心臓にＣＲＭ治療を提供するよう
に位置決めされ、リード２２８２が迷走神経のような神経ターゲットにおいて神経トラフ
ィックを刺激及び／又は抑制するように位置決めされた患者の胸部に皮下に又は筋肉下に
設けられたＩＭＤ２２８１を示している。様々な実施形態により、神経刺激リードは、神
経ターゲットに対して皮下にトンネルで至り、神経ターゲットを刺激するように神経カフ
電極を有することができる。一部のリード実施形態は、神経ターゲットに近接する血管の
中に血管内給送され、血管内の変換器を使用して神経ターゲットを経血管的に刺激する。
例えば、一部の実施形態は、内頚静脈内に位置決めされた電極を使用して迷走神経をター
ゲットにする。
【００６８】
　図２３は、様々な実施形態により、リード２３８５が心臓にＣＲＭ治療を提供するよう
に位置決めされ、サテライト変換器２３８４が迷走神経のような神経ターゲットを刺激／
抑制するように位置決めされたＩＭＤ２３８１を示している。サテライト変換器は、ＩＭ
Ｄに接続され、ＩＭＤは、無線リンクを通じてサテライトのためにプラネットとして機能
する。刺激及び通信は、無線リンクを通して実施することができる。無線リンクの例は、
ＲＦリンク及び超音波リンクを含む。図示していないが、一部の実施形態は、無線リンク
を使用して心筋刺激を実施する。サテライト変換器の例は、皮下電極、神経カフ電極、及
び血管内電極を含む。
【００６９】
　図２４は、外部システム２４８６の実施形態を示すブロック図である。外部システムは
、一部の実施形態ではプログラマーを含む。図示の実施形態では、外部システムは、患者
管理システムを含む。図示のように、外部システム２４８６は、外部装置２４８７、遠隔
通信網２４８８、及び遠隔装置２４８９を含む患者管理システムである。外部装置２４８
７は、埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）の近く内に設けられ、ＩＭＤと通信するように外部
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遠隔測定システム２４９０を含む。遠隔装置２４８９は、１つ又はそれよりも多くの遠隔
位置にあり、ネットワーク２４８８を通して外部装置２４８７と通信し、従って、医師又
は他の介護者が遠く離れた位置から患者をモニタして処置することを可能にし、及び／又
は１つ又はそれよりも多くの遠隔位置から様々な処置リソースへのアクセスを可能にする
。図示の遠隔装置２４８９は、ユーザインタフェース２４９１を含む。様々な実施形態に
より、外部装置２４８７は、神経刺激器、プログラマー、又はコンピュータ、個人データ
端末、又は電話のような他の装置を含む。様々な実施形態では、外部装置２４８７は、適
切な通信チャンネル上で互いに通信するようになった２つの装置を含む。外部装置は、例
えば、患者の不快感を示す副作用フィードバックを行うのに患者又は医師によって使用す
ることができる。
【００７０】
　治療
　本発明の主題は、迷走神経刺激のような神経刺激するためのシステム、装置、及び方法
に関し、刺激に対して望ましい過渡誘発反応するように決められた位置において刺激信号
で神経刺激治療（ＮＳＴ）又は迷走神経調節（ＶＮＭ）を加えることに更に関する。本発
明の主題は、心不全、頻脈性不整脈、高血圧症、及びアテローム性動脈硬化症のような心
臓血管疾患を処置するのに使用する神経刺激治療に適用することができる。様々な実施形
態は、外部又は内部のいずれかに神経刺激治療を提供する独立型装置を提供する。本発明
の主題は、神経刺激のための心臓適用において又は神経刺激のための非心臓適用において
実施することができ、ここで、様々な神経（迷走神経など）が刺激される。例えば、本発
明の主題は、心筋梗塞後又は心不全治療の一部として神経刺激による抗リモデリング治療
を加えることができる。様々な実施形態は、神経刺激を徐脈ペーシング、抗頻脈治療、及
びリモデリング治療などのような１つ又はそれよりも多くの治療を統合するシステム又は
装置を提供する。
【００７１】
　神経刺激治療
　神経刺激治療の例は、睡眠呼吸障害のような呼吸困難、高血圧症を処置するような血圧
制御、心臓律動管理、心筋梗塞及び虚血、心不全、てんかん、抑鬱症、疼痛、片頭痛、摂
食障害及び肥満、移動障害、心臓血管疾患、代謝性疾患、炎症性疾患、及びアテローム性
動脈硬化症のための神経刺激治療を含む。多くの提案された神経刺激治療は、迷走神経の
ような自律神経ターゲットの刺激を含む。他の神経刺激治療のこのリストは、網羅的リス
トであるように考えられているものではない。神経刺激は、電気、音、超音波、光、及び
磁気治療を使用して提供することができる。電気神経刺激は、神経カフ、血管内給送リー
ド、又は経皮的電極のどれを使用しても送出することができる。
【００７２】
　本発明の主題の様々な実施形態は、心不全、心筋梗塞後リモデリング、及び高血圧症を
含む様々な心臓血管疾患を処置するのに迷走神経調節（ＶＮＭ）を送出する。それらの条
件を簡単に以下に説明する。
【００７３】
　心不全は、臨床症状を意味し、そこで、心臓機能は、末梢組織の代謝需要を満たすのに
十分なレベルよりも小さい可能性がある正常以下の心拍出量を引き起こす。心不全は、随
伴する静脈及び肺の鬱血による鬱血性心不全（ＣＨＦ）としてそれ自体存在する場合があ
る。心不全は、虚血性心疾患のような様々な病因による可能性がある。
【００７４】
　高血圧症は、心臓病及び他の関連の心臓合併症の原因である。高血圧症は、血管が収縮
すると起こる。その結果、心臓は、より高い血圧において流れを維持するように作用する
のがより困難であり、より高い血圧は心不全を発生させる可能性がある。高血圧症は、一
般的に、心血管損傷又は他の有害な結果を誘導する可能性が高いレベルまでの全身動脈圧
の一過性又は持続的上昇のような高血圧に関する。高血圧症は、収縮期血圧が１４０ｍｍ
Ｈｇを超え又は拡張期血圧が９０ｍｍＨｇを超えると定義されている。制御不能高血圧症
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の結果は、以下に限定されるものではないが、網膜血管疾患及び発作、左心室肥大及び不
全、心筋梗塞、解離性動脈瘤、及び腎血管疾患を含む。
【００７５】
　心臓リモデリングは、構造的、生化学的、神経ホルモン的、及び電気生理学的ファクタ
を含む心室の複合リモデリング過程を意味し、それらは、心筋梗塞（ＭＩ）又は心拍出量
の減少の他の原因に続いて起こる可能性がある。心室リモデリングは、いわゆる後方不全
により心拍出量を増加させるように作用する生理的代償性機構によって始動され、後方不
全は、心室の拡張期充填圧を増加させ、それによっていわゆる前負荷（すなわち、心室が
拡張末期における心室中の血液量によって伸張する程度）を増加させる。前負荷の増加は
、フランクスターリングの法則として公知の現象である、収縮期中の１回拍出量の増加を
引き起こす。しかし、心室がある期間にわたって前負荷の増加により伸張する時に、心室
は拡張する。心室容積の増大は、所定の収縮期圧における心室壁応力の増加を引き起こす
。心室が行う圧力容積作業の増加と共に、これは、心室心筋の肥大のための刺激として作
用する。拡張の欠点は、正常な残留心筋に課せられる余分な作業負荷及び壁の張力の増加
（ラプラスの法則）であり、それらは、肥大のための刺激を表している。肥大が、張力の
増加に適合するほど十分でない場合、結果として悪循環が起こり、これは、更に別の及び
漸次的拡張を引き起こす。心臓が拡張し始めると、求心性圧受容器及び心肺受容器信号は
、血管移動性中枢神経系制御センターに送られ、血管移動性中枢神経系制御センターは、
ホルモン分泌及び交感神経放電に反応する。血行動態、交感神経系及びホルモン変調の組
合せ（アンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）活性の有無など）は、心室リモデリングに伴
う細胞構造の有害な変化のファクタになる。肥大を引き起こす持続的ストレスは、心臓筋
肉細胞のアポトーシス（すなわち、プログラムされた細胞死）、及び心臓機能の更なる悪
化を引き起こす最終的な壁の菲薄化をもたらす。従って、心室拡張及び肥大は、最初は代
償的であり、心拍出量を増加させる場合があるが、この過程は、最終的に収縮不全及び拡
張不全の両方をもたらす。心室リモデリングの程度は、心筋梗塞後及び心不全患者の死亡
率の増加と正の相関性があるように示されている。
【００７６】
　交感神経活動は、ＨＦにおいて病理学的に上昇し、時間と共に有害である。この状況は
、心臓が過度の心筋梗塞（ＭＩ）から心臓自体を保護する時に、心筋アドレナリン受容体
を下方制御するほどノルエピネフリン（ＮＥ）の過度の放出によって特徴付けられる。薬
物戦略は、残りの心筋アドレナリン受容体を遮断することによってこの保護反応を増強す
る。しかし、副交感神経活動は、心不全（ＨＦ）において能動的に低下し、この低下した
副交感神経活動は、ＨＦ処置に対しては全体的に無視されている。特に、心臓におけるア
セチルコリン（ＡＣｈ）放出は、アンギオテンシンＩＩによってシナプス前性に抑制され
、アンギオテンシンＩＩは、ＨＦで有意に上昇する。このＡＣｈ不足に反応し、心筋ムス
カリン受容体は、有意に上方制御されてＡＣｈの効果を高めようとする。同じく圧受容器
反射のような副交感神経反射は、交感神経活動の増大によって抑制される。
【００７７】
　迷走神経は、埋め込まれた神経カフ電極がリードを通じて胸部の埋め込みパルス発生器
に取り付けられた頸部において刺激することができる。前臨床研究に基づいて、このＶＮ
Ｍは、犬において微小塞栓症によるＨＦの誘導に続いて３ヶ月間投与すると、左心室拡張
を阻止してポンプ機能（左放出率）を改善することが見出されている。従って、ＶＮＭは
、ＨＦ疾患及び症状に対する処置とすることができる。ＶＮＭは、ＨＦ中に起こる副交感
神経レベルの低下と釣り合うことができると考えられる。ＨＦの処置における前臨床研究
で成功したＶＮＭは、毎分１回約１０秒刺激バーストの期間で提供されたものである。バ
ースト中の刺激は、一連の電気パルス約１ｍＡ及び約２０Ｈｚであった。言い換えると、
刺激プロトコルは、刺激の断続的バースト（例えば、１０秒バースト）を含む。各バース
トは、バースト中に（例えば、１０秒のバーストにわたって）パルス周波数（例えば、２
０Ｈｚ）で送出された複数のパルスを含む。パルスのバーストはまた、１分のバースト刺
激周期を使用する場合バースト周波数（例えば、１バースト／６０秒）で送出することが
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できる。ＶＮＭは、心拍数（ＨＲ）及び血圧（ＢＰ）に対するこの刺激の測定効果によっ
て示すように、副交感神経心臓血管活動を調節することができる。
【００７８】
　図２５～図２７は、前臨床研究結果を示している。図２５では、ＨＲ（ＲＲ間隔）及び
ＢＰ（収縮期圧）記録は、上記ＶＮＭプロトコルで刺激した羊から示されている。この例
は、断続的ＶＮＭが、平均ＨＲ及びＢＰを変化させることなくＨＲ及びＢＰの周期的振動
を引き出すことができることを示している。上部パネルは、５０秒刺激なしで分離された
迷走神経刺激（ＶＳ）の一連の５つの１０秒バーストに対するＨＲ及びＢＰ反応を示して
いる。下部パネルは、１分の断続的刺激周期に信号加算平均ＨＲ及びＢＰ反応を示してい
る。刺激の直接効果は、ＢＰを低減し、ＢＰは、次に、過渡的にＨＲを増加させる（グラ
フ上に示すようなＲＲ心臓拍動間隔を低減する）反射反応を引き出す。直接刺激が終了す
ると、ＢＰはリバウンドし、直接減少したＢＰに対する反射反応により基線を超えて増加
する。それらのＨＲ及びＢＰ振動は、断続的刺激周期（例えば、５０秒刺激なしで分離さ
れた１０秒刺激バースト）にわたって心拍数又は血圧の有意な変化がないように、次の刺
激の前に消耗することが許容される。それらのＨＲ及びＢＰ振動は、直接及び反射的にＡ
ＮＳ活動を調節した結果である。図２６は、６０秒毎に１０秒バーストで迷走神経を刺激
しながら３０分間にわたってＨＲ（ＲＲ間隔）及び収縮期ＢＰの変化を示している。毎分
、ＲＲ間隔は、ランダム変動平均値当たりの＋７ｂｐｍ振動し、それに対応し、収縮期Ｂ
Ｐは、ランダム変動平均値当たりの約＋７ｍｍＨｇ振動する。ＨＲ及びＢＰ平均値の変動
は、断続的神経刺激と相関性がなく、むしろ刺激周期とは異なる時間スケールを有するＨ
Ｒ及びＢＰに対して自然的影響を反映する。図２７は、ＢＰ信号の高速フーリエ変換パワ
ースペクトルを示し、ＢＰ信号は、信号が、毎分１０秒バーストのＶＮＭ負荷サイクルに
対応する１分間（６０秒間）に１回で占められることを示している。
【００７９】
　神経刺激治療が、負荷サイクルの始めに治療強度を上げ、負荷サイクルの終わりに下げ
て加えられる時に、過渡が神経系において観察されている。例えば、副交感神経刺激強度
の突然の変化は、交感神経緊張リバウンドをもたらす。例えば、副交感神経反応を引き出
す刺激パルス列が終結すると、ＨＲの増加及びＢＰの増加に反映される交感神経緊張リバ
ウンドがある。観察したリバウンドに関連付けられた可能な機構は、圧反射及び／又は化
学反射の活性化を含む場合がある。
【００８０】
　図２５～図２７に示す前臨床研究では、ＶＮＭ装置及びプロトコルは、それがオン（バ
ースト中）である１０秒にわたって正比例して減少するＢＰであると考えられる。これは
、ＢＰが増加すべきであることを示す圧受容器信号を始動し、ＢＰは、ＨＲを増加させる
反射性交感神経活性化を引き出す。直接ＮＳ反応が終った後に、交感神経活性化はまたＢ
Ｐを増加させる。圧受容器は、この場合も同様にここでＢＰ増加に反応し、ＨＲ及びＢＰ
を低減し、基線に向けて戻す反射性副交感神経活性化を引き出す。ＨＲ及びＢＰの反射媒
介振動は、次の刺激の前に消耗することが許容される。本発明の主題の様々な実施形態は
、直接的及び反射的の両方で、かつ平均ＨＲ又はＢＰを変化させるか又は有意に変えるこ
となく断続的に又は周期的にＡＮＳ強心作用を刺激する。様々な実施形態は、副交感神経
作用、又は交感神経作用、又は両種の作用のいずれかを直接に刺激することができる。
【００８１】
　一部の実施形態は、１つの迷走神経部位／リードで心臓血管の副交感神経路の直接及び
反射（例えば、圧受容器反射）刺激を送出する。一実施形態は、この場合には、ＨＲ及び
／又はＢＰに対して直接効果を有する迷走神経心臓遠心性（移動ニューロン）軸索を選択
的に刺激する。一部の実施形態では、刺激バーストの持続時間及びマグニチュードは、等
しいマグニチュードであるがＨＲ及びＢＰに対して反対の効果を有する圧受容器反射を活
性化するタイミングにする。別の実施形態は、ＢＰを制御する中枢神経系ネットワークを
直接活性化する迷走神経求心性軸索を選択的に刺激し、ＶＮＭ刺激バースト中及びその後
にＢＰを振動させ、ＢＰ振動に反射的に反応して間接的にＨＲを振動させる。
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【００８２】
　治療実施形態は、心室リモデリングを阻止する段階及び／又は処置する段階を含む。自
律神経系の活動は、少なくとも部分的に心室リモデリングに介入し、心室リモデリングは
、ＭＩの結果として又は心不全により起こる。リモデリングは、例えば、ＡＣＥ阻害剤及
びベータブロッカーの使用による薬理学的介入の影響を受ける可能性があることが明らか
にされている。薬理学的処置は、それに副作用危険をもたらすが、正確に薬剤の効果を調
節することも困難である。本発明の主題の実施形態は、抗リモデリング治療又はＡＲＴと
呼ばれる自律神経活動を調節する電気刺激手段を使用する。リモデリング制御治療（ＲＣ
Ｔ）とも呼ばれる心室再同期ペーシングと共に加えられる時に、自律神経活動のこのよう
な調節は、心臓リモデリングを反転又は阻止するように相乗的に作用することができる。
【００８３】
　１つの神経刺激治療実施形態は、高血圧症を低下させるのに十分な持続的期間にわたっ
て圧受容器を刺激することによって高血圧症を処置する段階を含む。圧受容器は、圧受容
器又は求心性神経幹の刺激によって始動することができる反射である。圧受容器神経ター
ゲットは、内部から圧力の増加を生じる壁の伸張を感知し、その圧力を低減する傾向があ
る中枢性反射機構の受容体として機能する圧力変化のあらゆるセンサ（例えば、圧受容器
として機能するセンサ神経終末）を含む。圧受容器神経ターゲットはまた、圧受容器から
延びる神経路を含む。圧受容器神経ターゲットは、心耳、心臓脂肪パッド、大静脈、大動
脈弓、及び頸動脈洞の壁に見出すことができる。圧受容器神経ターゲットとして機能する
ことができる求心性神経幹の例は、迷走神経、大動脈及び頸動脈神経を含む。圧受容器を
刺激することで、交感神経活動を抑制し（副交感神経系を刺激する）、末梢血管抵抗及び
心収縮力を低下させることによって全身動脈圧を低減する。圧受容器は、内部圧力及び動
脈壁の伸張によって自然に刺激される。化学刺激に反応する感覚神経細胞である化学受容
器は、望ましい自律神経反射反応を刺激するように刺激することができる。本発明の主題
の一部の態様は、神経系の無差別な刺激の不要な影響を低下させながら、望ましい反応（
例えば、高血圧症の低下）を刺激しようとして求心性神経幹を刺激するのではなく、動脈
壁の特定の神経終末を局所的に刺激する。例えば、一部の実施形態は、肺動脈の圧受容器
部位を刺激する。本発明の主題の一部の実施形態は、大動脈、心室、心臓の脂肪パッドの
圧受容器部位又は神経終末のいずれかを刺激する段階を含み、本発明の主題の一部の実施
形態は、迷走神経、頸動脈神経、及び大動脈神経のような求心性神経幹を刺激する段階を
含む。一部の実施形態は、カフ電極を使用して求心性又は遠心性神経幹を刺激し、一部の
実施形態は、電気刺激が血管壁を通過して求心性神経幹を刺激するように、神経に近接す
る血管に位置決めされた血管内リードを使用して求心性神経幹を刺激する。
【００８４】
　神経刺激（例えば、交感神経刺激及び／又は副交感神経抑制）は、身体コンディショニ
ングの効果を模倣することができる。身体活動及びフィットネスは、一般的に健康を改善
して死亡率を低下させるということが受け入れられている。研究は、エアロビックトレー
ニングが、心臓自律神経調節を改善し、心拍数を低減し、心臓迷走神経流出の増加に関連
していることを示している。より高い副交感神経活動の基線測定は、エアロビックフィッ
トネスの改善に関連している。移動トレーニングは、断続的にシステムにストレスを加え
て、ストレスを加えている間に交感神経活動を増大させる。しかし、移動セッションが終
わり、ストレスが取り除かれると、身体は、基線副交感神経活動を増大させ、基線交感神
経活動を低下させるというようにリバウンドする。身体コンディショニングは、時間と共
に断続的に起こる反復高レベル移動になることを考慮することができる。身体コンディシ
ョニング治療は、心不全のための治療として適用することができる。他の身体コンディシ
ョニング治療の例は、移動をすることができない患者のための治療を含む。例えば、病院
における寝たきりの術後患者のために交感神経刺激／副交感神経抑制を使用する身体コン
ディショニングは、患者が再び移動することができるような時まで患者が強度及び持久力
を維持することを可能にすることができる。別の例として、病的肥満患者は、移動するこ
とができないが、依然として身体コンディショニング治療から恩典を受けることができる
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。更に、患者が患者の正常な身体活動を行うのを阻止する関節損傷のような損傷を有する
患者は、身体コンディショニング治療から恩典を受けることができる。
【００８５】
　本明細書で説明する実施形態は、心拍数又は血圧の緊張低下に耐えられない患者におい
て副交感神経レベル及び活動の低下に関連付けられた疾患を処置するのに使用することが
できる。副交感神経レベルの低下に関連付けられたこのような疾患の例は、ＨＦ、ＭＩ、
頻脈性不整脈、高血圧症、アテローム性動脈硬化症を含む。平均ＨＲ及びＢＰは、ＨＲ及
びＢＰにおける振動を駆動する刺激プロトコルを使用して有意に変えられないので、装置
は、徐脈及び高血圧症を引き起こす可能性がある迷走神経刺激のために従来の装置及び方
法の潜在的副作用を回避しながら、副交感神経緊張の増大の有益な結果をもたらす。例え
ば、実施形態は、平均ＨＲを変化させることなく心拍変動（ＨＲＶ）（又は自律神経緊張
の他の指標）を増加させる。これは、既にＨＲを下げる薬物療法を受けてもいる進行性Ｈ
Ｆ患者のようなＨＲＶの低下を伴う患者において有益である場合がある。
【００８６】
　実施形態は、ＨＦのような副交感神経レベルの低下に関連付けられた心臓血管疾患の処
置のための埋め込み型迷走神経刺激器を含む。一部の実施形態は、平均ＨＲ又はＢＰを変
化させるか又は有意に変えることなく周期的刺激中にＨＲ及びＢＰを調節する方法で誘発
された副交感神経反応の直接副交感神経刺激及び反射活性化によって副交感神経レベル及
び活動を断続的に又は周期的に（例えば、１分間当たり１回）増加させる。すなわち、装
置は、直接反応を提供するように刺激を遠心路に送出し、また反射反応を誘導するように
刺激を求心路に送出する。一部の装置は、遠心性及び求心性刺激を独立して制御すること
ができる。これは、迷走神経刺激から徐脈又は高血圧症の危険がある患者に対して安全で
ある二重治療（直接及び反射副交感神経活性化）を提供する。
【００８７】
　実施形態は、約１分の時間スケールを超えて平均ＨＲ又は平均ＢＰを有意に変えること
なく周期的ＨＲ及びＢＰ振動に関連付けられた断続的又は周期的（例えば、１０秒の程度
で１分当たり１回）調節刺激で副交感神経レベル及び活動を増大させるようになった埋め
込み型迷走神経刺激器を含む。
【００８８】
　心筋刺激治療
　様々な迷走神経刺激治療は、様々な心筋刺激治療と統合することができる。治療の統合
は、相乗効果を有することができる。治療は、互いに同期することができ、感知したデー
タは、治療間で共有することができる。心筋刺激治療は、心筋の電気刺激を使用して心臓
治療する。心筋刺激治療の一部の例は、以下に示されている。
【００８９】
　ペースメーカーは、時間調節されたペーシングパルスで心臓をペーシングする、最も一
般的には、心拍数が遅すぎる徐脈の処置のための装置である。適正に機能している場合、
ペースメーカーは、心臓の無力を埋め合わせて、最小心拍数を高めることによって代謝需
要を満たすために適切な律動でそれ自体をペーシングする。埋め込み型装置はまた、効率
的な血液のポンピングを容易にするために心室が心臓サイクル中に収縮する方式及び程度
に影響を与えることが明らかになっている。心臓は、心筋にわたって興奮（すなわち、脱
分極）の急速伝導を可能にする心房及び心室の両方で特殊な伝導路によって通常もたらさ
れる結果である心室が調整方式で収縮する時により有効にポンピングする。それらの経路
は、興奮性インパルスを洞房結節から心房心筋へ、房室結節へ、そこから心室心筋へ伝導
し、両心房及び両心室の調整収縮をもたらす。この両方は、各心室の筋繊維の収縮を同期
させ、各心房又は心室の収縮を反対側の心房又は心室と同期させる。正常に機能する特殊
な伝導路によって与えられた同期がないと、心臓のポンピング効率は、大幅に低下する。
それらの伝導路及び他の心室間又は心室内伝導欠損の病変は、心機能の異常によって末梢
組織の代謝需要を満たすのに十分なレベルを心拍出量が下回る臨床症状を意味する心不全
における病因要素である可能性がある。それらの問題に対処するために、埋め込み型心臓
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装置は、心臓再同期治療（ＣＲＴ）と呼ばれる心房及び／又は心室収縮の調整を改善しよ
うとして１つ又はそれよりも多くの心室に適正に時間調節された電気刺激を提供すること
が明らかになっている。心室再同期は、心不全を処置するのに有用であるが、その理由は
、直接変力性ではないが、再同期は、ポンピング効率の改善及び心拍出量の増加を伴う心
室のより調整収縮をもたらすことができるからである。現在、ＣＲＴの一般的な形態は、
同時か又は特殊な二心室オフセット間隔による個別かのいずれかでかつ内因性心房収縮の
検出又は心房ペースの送出に対する特殊な房室遅延間隔の後で両心室に刺激パルスを印加
する。
【００９０】
　ＣＲＴは、心筋梗塞後及び心不全患者で起こる可能性がある有害な心室リモデリングを
低下させる上で有益である可能性がある。恐らく、これは、ＣＲＴが適用される時に心臓
ポンピングサイクル中に心室が受け入れる壁応力の分布の変化の結果として起こる。心筋
繊維が収縮する前に心筋繊維が伸張する程度は、前負荷と呼ばれ、筋繊維の最大緊張及び
短縮速度は、前負荷の増加と共に増大する。心筋領域が他の領域に対して遅れて収縮する
と、それらの対向する領域の収縮は、遅延収縮領域を伸張させて前負荷を増加させる。心
筋繊維が収縮する時の心筋繊維に対する緊張又は応力の程度は、後負荷と呼ばれる。心室
内の圧力は、血液が送り出されて大動脈及び肺動脈の中に入ると拡張期から収縮期の値に
急速に上昇し、従って、最初に興奮性刺激パルスにより収縮する心室の一部は、後で収縮
する心室の一部を収縮するよりも低い後負荷に対して収縮する。従って、他の領域よりも
後で収縮する心筋領域は、増加した前負荷及び後負荷の両方を受ける。この状況は、心不
全に関連付けられた心室伝導遅延及びＭＩによる心室機能不全によって生じることが多い
。遅い活性化心筋領域に対する壁応力の増加は、心室リモデリングのためのトリガになる
可能性が最も高い。より調整された収縮を引き起こすことができる方式で梗塞領域に近い
心室の１つ又はそれよりも多くの部位をペーシングすることにより、ＣＲＴは、心筋領域
の早期興奮をもたらし、この領域は、そうでなければ収縮期中に後で活性化され、壁応力
の増加を受けると考えられる。他の領域に対するリモデリング領域の早期興奮は、領域を
機械的応力から負荷除去し、リモデリングの反転又は阻止が起こることを可能にする。
【００９１】
　心臓除細動、すなわち、ＱＲＳ群と同期して心臓に送出される電気ショック、及び除細
動、すなわち、ＱＲＳ群と同期することなく送出される電気ショックは、殆どの頻脈性不
整脈を終了させるのに使用することができる。電気ショックは、同時に心筋を脱分極して
心筋を不応性にすることによって頻脈性不整脈を終了させる。埋め込み型心臓除細動器（
ＩＣＤ）として公知のＣＲＭ装置の部類は、装置が頻脈性不整脈を検出するとショックパ
ルスを心臓に送出することによってこの種の治療を提供する。頻脈のための別のタイプの
電気治療は、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）である。心室ＡＴＰでは、心室は、頻脈を引き
起こすリエントリー回路を中断しようとして１つ又はそれよりも多くのペーシングパルス
によって競合的にペーシングされる。最新のＩＣＤは、典型的には、ＡＴＰ機能を有し、
頻脈性不整脈が検出される時にＡＴＰ治療又はショックパルスを加える。
【００９２】
　一部の実施形態は、神経刺激の生理的反応を短期間及び長期間測定するためのセンサを
有する他の埋め込み型装置と有線又は無線のいずれかで通信するように構成されたＮＳ装
置を提供する。それらの反応は、過渡反応を測定し、かつ臨床反応を測定するのに使用す
ることができる。
【００９３】
　当業者は、本明細書に示して説明するモジュール及び他の回路をソフトウエア、ハード
ウエア、ファームウエア、及びそれらの組合せを使用して実施することができることを理
解するであろう。
【００９４】
　上記詳細説明は、例示的であるように考えられおり、限定するものではない。他の実施
形態は、上記説明を読んで理解すると当業者には明らかであろう。本発明の範囲は、従っ



(29) JP 5624672 B2 2014.11.12

て、特許請求の範囲に関してかつそのような特許請求の範囲が権利を与えられる均等物の
全範囲と共に判断すべきである。
【符号の説明】
【００９５】
８０９　ＮＳ治療パラメータをプログラムする方法段階
８１０　ＮＳ治療を加える方法段階
８１１　誘発反応を評価する方法段階
８１２　ＮＳ治療パラメータを調節する方法段階
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