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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被選択神経ターゲットを刺激する神経刺激システムであって、前記神経刺激システムは
：
　２本以上の神経刺激リードと；
　前記２本以上の神経刺激リード上に少なくとも一部が配置される電極列であって、前記
電極列の電極は単一末梢神経幹に隣接して移植可能に位置決めされ、前記電極列は第１神
経刺激リードに配置される第１電極と、第２神経刺激リードに配置される第２電極とを有
すること；
　プログラム可能メモリを含む移植医療装置と
を有し、
　前記プログラム可能メモリは、１個以上の生理学的パラメータの状態を示すように生理
学的センサによって生成される生理学的信号に少なくとも部分的に基づき、少なくとも２
個の前記電極の刺激ベクトル組合せに電気的刺激を選択的に付与するためのプログラミン
グ信号を受信するように構成され、
　前記２本以上の神経刺激リードは、前記神経刺激リードが前記単一末梢神経幹に隣接し
て移植されることを許容するように構成された１個以上のリード位置決め部材を有するか
、前記リード位置決め部材に取着される
ことを特徴とする、神経刺激システム。
【請求項２】
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　前記１個以上のリード位置決め部材は、前記単一末梢神経幹の近くでの前記２本以上の
神経刺激リードの部分間を接続することによってこれら部分間の幾何学的関係を維持する
ように構成され、
　前記１個以上のリード位置決め部材は、前記リード位置決め部材と前記神経刺激リード
との間の接続点では、前記神経刺激リードの軸線とは異なる方向に延びる、
　請求項１記載の神経刺激システム。
【請求項３】
　前記リード位置決め部材の寸法と形状は、前記神経刺激リードを前記単一末梢神経幹に
隣接して位置決めし、前記リード位置決め部材の上に少なくとも一つの前記電極を配置す
るように設定された、
　請求項２記載の神経刺激システム。
【請求項４】
　前記神経刺激システムは更に、１以上の遠隔生成された入力を受信することによって、
遠隔測定リンク経由で前記入力を前記移植医療装置に送るように構成された外部プログラ
マを含む、
　請求項１～３何れか一項記載の神経刺激システム。
【請求項５】
　前記神経刺激システムは更に、前記電極を載せた心臓刺激リードを含み、前記心臓刺激
リードは心臓の内部、上部、または周囲に移植可能に位置決めされる、
　請求項１～４何れか一項記載の神経刺激システム。
【請求項６】
　それぞれ前記電極は、電気的刺激が付与される際に刺激域を創出する目的で正極性また
は負極性を確認するために、前記移植医療装置によってプログラム可能であり、
　前記移植医療装置のプロセッサ回路は、少なくとも２個の前記電極に前記電気的刺激を
選択的に付与するように構成されている、
　請求項１～５何れか一項記載の神経刺激システム。
【請求項７】
　前記神経刺激リードは、神経刺激カフリード、神経刺激血管内リード、および神経刺激
皮下リードのうちの少なくとも１つを含む、
　請求項１～６何れか一項記載の神経刺激システム。
【請求項８】
　前記生理学的パラメータは、心拍パラメータ、心拍変動パラメータ、ＰＲインターバル
パラメータ、Ｔ波速度パラメータ、および活動電位持続時間パラメータのうちの少なくと
も１つを含む、
　請求項１～７何れか一項記載の神経刺激システム。
【請求項９】
　前記生理学的パラメータは、心収縮性パラメータ、心臓リモデリングパラメータ、１回
拍出量パラメータ、心拍出量パラメータ、および血圧パラメータのうちの少なくとも１つ
を含む、
　請求項１～８何れか一項記載の神経刺激システム。
【請求項１０】
　前記生理学的パラメータは、分時換気量パラメータと１回換気量パラメータのうちの少
なくとも１つを含む、
　請求項１～９何れか一項記載の神経刺激システム。
【請求項１１】
　前記生理学的パラメータは、心臓有害事象パラメータ、活動性パラメータ、腹痛パラメ
ータ、食欲パラメータ、感情パラメータ、人格性パラメータ、筋緊張パラメータ、睡眠パ
ラメータ、アレルギーパラメータ、および姿勢パラメータのうちの少なくとも１つを含む
、
　請求項１～１０何れか一項記載の神経刺激システム。



(3) JP 5032593 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

【請求項１２】
　前記神経刺激システムは、前記１個以上の生理学的パラメータの状態を示す前記生理学
的信号を生成すべく、前記１個以上の生理学的センサを有する、
　請求項１～１１何れか一項記載の神経刺激システム。
【請求項１３】
　神経ターゲットを刺激する神経刺激システムであって、前記神経刺激システムは：
　２本以上の神経刺激リードと；
　前記２本以上の神経刺激リード上に少なくとも一部が配置される電極列であって、前記
電極列の電極は単一神経ターゲットに隣接して移植可能に位置決めされ、前記電極列は第
１神経刺激リードに配置される第１電極と、第２神経刺激リードに配置される第２電極と
を有することと；
　プログラム可能メモリと加減装置を有する移植医療装置と
を含み、
　前記プログラム可能メモリは、少なくとも２個の前記電極の刺激電極ベクトル組合せに
電気的刺激を選択的に付与するためのプログラミング信号を受信するように構成され、前
記プログラミング信号は、１個以上の生理学的パラメータの状態を示すように生理学的セ
ンサによって生成される生理学的信号に少なくとも部分的に基づき、
　前記加減装置は、前記電気的刺激の１以上のパラメータを加減し、
　前記２本以上の神経刺激リードは、前記単一神経ターゲットの近くでの互いの幾何学的
関係を維持すべく、バイアス部分とカフと経血管的大きさと形状とを有するか、あるいは
リード位置決め部材に取着する、
　神経刺激システム。
【請求項１４】
　前記神経刺激システムは更に、前記電気的刺激を選択的付与するために少なくとも２個
の前記電極を選択する選択装置を、前記移植医療装置の内部に含む、
　請求項１３記載の神経刺激システム。
【請求項１５】
　前記神経刺激システムは更に、前記電気的刺激を選択的付与するために少なくとも２個
の前記電極を選択する選択装置を、前記移植医療装置の外部に含む、
　請求項１３記載の神経刺激システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許明細書は、総じて神経刺激システムと方法に関する。特許明細書は、一層具体的
には随意に閉回路性能を含む、選択的神経刺激のためのシステムと方法に関するが、これ
に制限されるものではない。
【背景技術】
【０００２】
　神経系は、人体の制御中枢と電気化学的通信ネットワークとして働く。神経系は、無数
の情報ビットを処理し、神経を通して電気化学的インパルスを人体の効果器、たとえば筋
肉や腺に送ることによって適切な反応を生成する。神経系は、脳と脊髄を含む中枢神経系
（ＣＮＳ）と、神経プロセスを効果器と受容器に結合する末梢神経系（ＰＮＳ）とからな
る。
【０００３】
　末梢神経系は、２つの部分、すなわち体性神経系（ＳＮＳ）と自律神経系（ＡＮＳ）を
有する。体性神経系すなわち随意神経系は、ヒトが環境の変化に対して意識的に反応する
ことを可能にする。この系は「随意」筋の運動を制御する。他方、自律神経系は「不随意
」器官を制御し、正常な内部機能を維持する。自律神経系の遠心性部分は、交感神経系と
副交感神経系に分けられる。交感神経系は、緊張と非常事態に対する「闘争または逃走の
反応」に関係しているのに対し、副交感神経系は、弛緩と「休息と消化の反応」に関係し
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ている。
【０００４】
　自律平衡は、副交感神経系活動と交感神経系活動の関係を反映し、人体の好調または不
調の指標を提供する。自律平衡の変化は、心拍、心調律、心収縮性、リモデリング、炎症
、および血圧に現われる。自律平衡の変化はまた、他の生理学的変化、たとえば腹痛、食
欲、体力、感情、人格性、筋緊張、睡眠、およびアレルギーなどにも見ることができる。
【０００５】
　種々の医学的、精神医学的、および神経学的障害の治療と制御に神経刺激を使用するこ
とは、過去数十年間に著しい進歩を見た。これには特に心臓病、癲癇、肥満、および呼吸
障害の治療も含まれる。たとえば自律平衡を神経刺激で調節することが可能であることが
示され、心筋梗塞（ＭＩ）の後で心筋のリモデリングが進行し、致命的な不整脈の素因を
形成することを防ぐなどの臨床結果も良好である。しかし、神経系、たとえば自律神経系
の刺激は、声の変化、咳、咽頭炎、錯感覚、呼吸困難、吐き気、または喉頭痙攣を含む、
予期しない結果（すなわち副作用）を伴うことがあり、また人工的に生成される大量のエ
ネルギーを必要とすることがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　必要とされているのは、特定の障害を治療する際に、治療刺激信号の効果を最大化する
か、またはほぼ最大化するように、神経幹の被選択神経ターゲットを刺激するためのシス
テムと方法である。更に必要とされているのは、好ましくない刺激の副作用を監視するこ
とによって、刺激電極ベクトルの組合せ、または使用する刺激信号パラメータを変化させ
、その結果、副作用を最小化または緩和する刺激システムと方法である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　末梢神経ターゲットを刺激するためのシステムは、少なくとも一部が被選択ターゲット
に隣接して位置決めされた２本以上の神経刺激リードに配置された電極列と、１個以上の
生理学的センサと、移植医療装置とを含む。１個以上の生理学的センサは、１以上の生理
学的パラメータの状態を示す信号を生成するように構成されている。生理学的パラメータ
を示す信号の少なくとも一部は、電極列内の少なくとも２個の電極に電気的刺激を選択的
に付与するために、移植医療装置のプログラム可能メモリで受信できるプログラミング信
号を生成するように使用される。
【０００８】
　本発明によるシステムの或る実施形態は、外部プログラマ、１個以上のリード位置決め
部材、または治療加減／調整回路を含む。外部プログラマは、１以上の遠隔生成された入
力を受信することによって、遠隔測定リンク経由で前記入力を移植医療装置に送るように
構成されている。１個以上のリード位置決め部材は、２本以上の神経刺激リードの部分間
を接続することによって、これら部分間の所望された幾何学的関係を維持するように構成
されている。治療加減／調整回路は、付与された電気的刺激の１個以上のパラメータを変
化させるように構成されている。
【０００９】
　神経ターゲットを刺激することによって自律平衡を調節する方法は、電極列を担う２本
以上の神経刺激リードの一部を神経ターゲットに隣接して配置することと；列内の少なく
とも２個の電極を選択的に使用することによって、付与される電気的刺激を神経ターゲッ
トに対する電極に向けることと；そして電気的刺激を選択的に使用される電極に送達する
こととを含む。
【００１０】
　本発明による方法の或る実施形態は、複数の電極ベクトルの組合せを評価することと；
電気的刺激に対する生理学的反応を検出することと；そして検出された生理学的反応を用
いて電気的刺激を加減することとを含む。更に幾つかの方法は、２本以上の神経刺激リー
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ド間の所望された幾何学的関係を維持することを含む。
【００１１】
　有利には、本発明によるシステムと方法は、特に多数の電極ベクトルの組合せから選ば
れた刺激電極ベクトルの組合せを使用することによって、神経幹内で選択的な神経刺激を
可能にする。これによって、特定の障害を治療する際に、刺激信号の効果を最大化できる
。刺激電極ベクトルの組合せの選択肢が多数あることによって、本発明によるシステムと
方法は、電極／神経組織のインターフェースの変化に対応して刺激閾値を最小化し、よっ
て移植された刺激発生装置のバッテリーの寿命を最小化でき、更に刺激の送達に使用する
電極ベクトルの組合せを変化させることによって、好ましくない刺激の副作用を最小化ま
たは緩和できる。更に、本発明による刺激システムと方法は、１以上の生理学的パラメー
タの刺激反応の監視を可能にする。逆に、本発明による刺激システムと方法は、刺激信号
パラメータを加減するため、または使用する刺激電極ベクトルの組合せを変化させるため
に使用できる。本発明によるシステムと方法の上述した例や他の例、利点と特徴は、一部
は以下の説明で詳述され、一部は当業者にとって本発明によるシステム、方法と図面の参
照、またはこれらの実施によって明らかであろう。
【００１２】
　図面において、同じ参照符号は、複数の図を通して同一の部材を表している。同じ参照
符号に付した異なる添え字は、同一の部材の異なる例を表している。図面は、総じて本明
細書で論じられる種々の実施形態を例示するものであり、限定するものではない。
【００１３】
　以下の詳細な説明は、詳細な説明の一部をなす添付図面の参照を含む。図面は、本発明
によるシステムと方法を実施できる特定の実施形態を例示している。これらの実施形態（
実施例とも呼ぶ）は、当業者が本発明によるシステムと方法を実施できる程度に詳細に説
明される。本発明によるシステムと方法の範囲から逸脱することなく、実施形態を組合せ
、他の実施形態を利用し、または構造的、電気的、もしくは論理的な変更を加えることが
できる。それゆえ、以下の詳細な説明は、制限する意味で取られるべきではなく、本発明
によるシステムと方法は添付の請求項、およびこれらの請求項と法的等効物の範囲によっ
て限定される。
【００１４】
　本明細書において、「被選択神経ターゲットを刺激する」またはこれと類似の語句は、
本発明によるシステムと方法が共通の神経幹内部で神経の他の部分を刺激することなく、
単独の軸索（すなわち神経束）または軸索の小群を活性化または刺激できることを意味す
る。「刺激の副作用を最小化または緩和する」またはこれと類似の語句は、感知される副
作用を終了させること、感知される副作用の強度を減じること、または潜在的副作用の発
生を回避もしくは阻止することを含む。更に、ここで使用する言回しや用語は、別途定義
されない限り、説明を目的としたものであって、制限するためのものではない。
【００１５】
　本発明による神経刺激システムと方法は、種々の障害、たとえば医学的、精神医学的、
または神経学的な障害を、自律平衡の調節によって治療と制御するために効果的且つ効率
的に使用できる。自律平衡の変化は、感知された生理学的変化に応じて電極ベクトルを最
適または容認可能に組合せて治療刺激を付与することによって、１以上の生理学的パラメ
ータの状態の変化（たとえば心拍または血圧の変化）を感知することによって監視できる
。有利には、複数の（たとえば２個以上の）電極を担うリードを使用し、それらの部分が
神経幹に隣接して位置決めされることによって、神経幹の１個以上の被選択部分を低い刺
激閾値で、有害な副作用が最小になるように適切に刺激するために、システムにとって多
数の電極ベクトルの組合せを利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】少なくとも１つの実施形態に従って構成された、移植医療装置、複数のリード、
外部プログラマを含む神経刺激システム、ならびにこのシステムを使用できる環境の例示
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。
【図２Ａ】複数の神経刺激リードまたはリード位置決め部材、被選択神経ターゲットに隣
接して位置決めされたリード部分の例示。
【図２Ｂ】複数の神経刺激リードまたはリード位置決め部材、被選択神経ターゲットに隣
接して位置決めされたリード部分の例示。
【図２Ｃ】複数の神経刺激リードまたはリード位置決め部材、被選択神経ターゲットに隣
接して位置決めされたリード部分の例示。
【図２Ｄ】複数の神経刺激リードまたはリード位置決め部材、被選択神経ターゲットに隣
接して位置決めされたリード部分の例示。
【図３】少なくとも１つの実施形態に従って構成された、２個の電極間の電流密度域分布
の断面図。
【図４】少なくとも１つの実施形態に従って構成された、移植医療装置、複数の神経刺激
リード、外部プログラマを含む神経刺激システム、および神経刺激リード部分を配置でき
る環境の例示。
【図５】少なくとも１つの実施形態に従って構成された、神経刺激システムの部分のブロ
ック線図。
【図６】少なくとも１つの実施形態に従って構成された、神経刺激システムの部分とシス
テムによって監視または受信でき、自律平衡または刺激フィードバックの変化を示す種々
の生理学的パラメータの例示。
【図７】少なくとも１つの実施形態に従って構成された、１以上の生理学的パラメータの
状態を示す感知された信号を処理することによって、もしあれば１以上の神経刺激パラメ
ータのどれを、自律平衡の調節に付与する必要があるか否か判定する方法のフローチャー
ト。
【図８】少なくとも１つの実施形態に従って構成された、刺激の副作用を最小化または緩
和するための方法のフローチャート。
【図９】少なくとも１つの実施形態に従って構成された、自律平衡が失われた後で低い神
経刺激閾値を有する刺激電極ベクトルの組合せを用いて自律平衡を回復する方法のフロー
チャート。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１に、移植医療装置（ＩＭＤ）１０２、２本以上の神経刺激リード１０４、心臓刺激
リード１０６、および外部プログラマ１０８を含む神経刺激システム１００を例示する。
外部プログラマ１０８は、遠隔測定リンク１６０を経由して移植医療装置１０２に通信可
能である。図示されているように、移植医療装置１０２は、患者１１０の胸部の皮下また
は筋肉下に位置決めされている。２本以上の神経刺激リード１０４と心臓刺激リード１０
６が、それぞれの近位端１１４で移植医療装置１０２に接続されている。種々の実施形態
において、神経刺激リード１０４の遠位端１１６は、それぞれ少なくとも１個の電極１２
０を含み、神経幹１１２、たとえば迷走神経に隣接して位置決めされ、よって移植医療装
置１０２と神経幹１１２に電気的接続している。心臓刺激リード１０６の遠位端１１６は
、少なくとも１個の電極１２０を含み、心臓１１８の内部、上部、または周囲に位置決め
され、よって移植医療装置１０２と心臓１１８に電気的接続している。
【００１８】
　神経刺激リード１０４と心臓刺激リード１０６の各電極１２０は、これらにたとえば電
流が付与される際に、特定の刺激域（図３参照）を創出する目的で、正極性または負極性
を確認するために移植医療装置１０２によってプログラム可能である。このようにしてプ
ログラムされた陽極と陰極の多様なベクトルの組合せを、種々の電流密度域の波形を送達
することによって、被選択刺激ターゲット１３０（すなわち神経の他の部分を刺激しない
ように神経幹１１２の被選択部分）または被選択心臓１１８ターゲットを刺激できる。リ
ード電極１２０に追加して、１個以上のリード無し電極１２２、たとえば移植医療装置１
０２に連携した電極（たとえば缶電極）を、刺激または感知する目的に利用可能なベクト
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ル電極の組合せに加えて使用できる。
【００１９】
　神経刺激は、神経連絡を刺激し、または神経連絡を抑制するために使用できる。神経連
絡を刺激する神経刺激の一例は、低周波信号（たとえば２０Ｈｚ～５０Ｈｚのレンジ内の
信号）である。神経連絡を抑制する神経刺激の一例は、高周波信号（たとえば１２０Ｈｚ
～１５０Ｈｚのレンジ内の信号）である。神経連絡を刺激と抑制する他の方法は、神経連
絡の陽極ブロック（陽極性伝導中断）である。
【００２０】
　種々の実施形態に従い、少なくとも１本の神経刺激リード１０４の遠位端１１６は、皮
下で神経幹１１２に隣接する位置につながっており、神経幹１１２の被選択神経ターゲッ
ト１３０を直接刺激するために神経カフ電極を含んでよい（図２Ａ、図２Ｂ参照）。幾つ
かの神経刺激リード１０４の実施形態の遠位端１１６は、血管内を被選択神経ターゲット
１３０に近位の血管内に導入され（図２Ａ、図２Ｃ参照）、血管内で１個以上の電極を使
用することによって神経ターゲット１３０を経血管的に刺激する。その他の技術として、
血管内を導入されるリードは、リード本体の１以上の予め成形されたバイアス部分を用い
て血管に固定されてよい（図２Ａ、図２Ｃ参照）。一例として、幾つかの実施形態は迷走
神経の被選択部分を、内頸静脈内に位置決めされた１個以上の電極を用いて刺激する。別
の例として、幾つかの実施形態は、神経刺激を気管、内頸静脈の喉頭枝、または鎖骨下静
脈内から被選択神経ターゲット１３０に送達する。迷走神経の１以上の部分の他にも、他
の被選択神経ターゲット１３０、たとえば圧受容器、心臓神経、または心臓脂肪体の１以
上の部分が刺激されてもよい。
【００２１】
　図２Ａ～図２Ｄに一般的に図示されているように、移植医療装置１０２（図１）によっ
て生成された電気的神経刺激は、神経刺激カフリード２０２、神経刺激血管内リード２０
４、または神経刺激皮下リード２０６の何らかの組合せを用いて、被選択神経ターゲット
２３０に送達できる。
【００２２】
　種々の実施形態に従い、神経刺激リード２０２、２０４、２０６の遠位端２１６は、刺
激されるべき神経幹１１２（図１）の被選択ターゲット部分２３０に隣接して位置決めさ
れている。その他の移植技術として、神経刺激リード２０２、２０４、２０６は、外科的
切開、内視鏡、皮下スティック、または他の標準的手段によって、血管系に到達した後で
経血管的に位置決めされてよい。
【００２３】
　図２Ａでは、神経刺激カフリード２０２と、神経刺激血管内リード２０４の遠位端２１
６とは、神経幹内で被選択神経ターゲット２３０に隣接して位置決めされている。図２Ｂ
では、被選択神経ターゲット２３０に隣接して位置決めされた神経刺激カフリード２０２
と、神経刺激皮下リード２０６の遠位端２１６とが図示されている。図２Ｃでは、被選択
神経ターゲット２３０に隣接して位置決めされた神経刺激血管内リード２０４と、神経刺
激皮下リード２０６の遠位端２１６とが図示されている。最後に、図２Ｄでは、２本の神
経刺激皮下リード２０６が、被選択神経ターゲット２３０に隣接して位置決めされている
。各リード遠位端２１６は、被選択神経ターゲット２３０の周囲で電極列（リード内とリ
ード外の組合せを含む）を形成する、少なくとも１個の電極２２０、たとえば多数の電極
２２０を含む。更に、２個以上のリード遠位端２１６を接続することによって、これら部
分間の特定の幾何学的関係を維持するために、何らかの寸法、形状、または向きの１個以
上のリード位置決め部材２４０が使用されてよい。図２Ｄに示されているように、リード
位置決め部材２４０は、各リード遠位端２１６の軸線に対して実質的に垂直に延びている
。一例において、リード位置決め部材２４０の寸法と形状は、リード遠位端２１６を被選
択神経ターゲット２３０に隣接して位置決めするように設定されている。別の例では、リ
ード位置決め部材２４０は、フレキシブルな材料、たとえばシリコンまたはポリウレタン
を含み、そうすることによって被選択神経ターゲット２３０に穏やかな圧力を付与できる
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。更に別の例では、リード位置決め部材２４０は、２本以上のリード２０６の間で所定の
向きを保つように構成されてよい。更に、これらのリード位置決め部材２４０は、被選択
神経ターゲット２３０の周囲の電極列に加えて、１個以上の電極２２０を担うことができ
る。有利には、本発明による電極列は、被選択神経ターゲット２３０を刺激するために、
多数の電極ベクトルの組合せを提供する。
【００２４】
　被選択神経ターゲット２３０の周囲に位置決めされた電極列、および一層具体的には２
個以上の電極を担うリード２０２、２０４、２０６によって提供される多数の電極のベク
トルの組合せは、特定の医学的、精神医学的、または神経学的な障害を効果的且つ効率的
に治療するために、（電極２２０間で）所要または所望の通りに操作することによって刺
激電流密度域を可能にする。被選択神経ターゲット２３０の内部と周囲の電流密度域の形
状を変化させるために、電極２２０の種々の組合せが使用される。神経刺激システム１０
０（図１参照）は、（移植医療装置１０２（図１参照）自体によって決定されるか、また
は医師もしくは介護者が外部プログラマを用いて決定する）適切な刺激パラメータと列内
の電極２２０の位置によって、ターゲットとされた神経２３０内に活動電位を誘発するこ
とによって、所望の治療効果を達成できる。更に、刺激電流密度域は、２個以上の電極２
２０間（すなわち１個の電極ベクトル）で操作されてよく、その結果として低い刺激閾値
と刺激副作用の最小化が達成される。
【００２５】
　図３は、第１電極３２０Ａと第２電極３２０Ｂを含むリード内電極ベクトルの組合せか
ら生じる、神経刺激リード３０６の遠位端と刺激電流密度域３０２を断面図で例示する。
この例では、電流密度域３０２は、円周形状を呈し、障害たとえば医学的、精神医学的、
または神経学的な障害の治療のために周囲神経組織に選択的に付与される。図示されてい
るように、活性化された第１電極３２０Ａと第２電極３２０Ｂの対（すなわち被選択刺激
電極ベクトル）からの距離が増すに連れて、刺激電流密度域３０２は縮小している。更に
、図３は、リード３０６が、２個の追加の活性化された第３電極３２０Ｃと第４電極３２
０Ｄを含むことを示しているが、これらはベクトルの組合せにおいて、選択的に神経組織
に使用されてよい。
【００２６】
　図４は、神経刺激システム４００と、神経刺激システム４００が使用されてよい環境の
部分とを例示する。この例において神経刺激システム４００は、移植医療装置４０２、外
部プログラマ４０８、および遠隔測定リンク４６０を含む。移植医療装置４０２は、神経
刺激リード４０４，４０５を通して神経刺激パルスを送達する。遠隔測定リンク４６０は
、移植医療装置４０２と外部プログラマ４０８の間の通信を提供する。図４で例示の目的
のためにのみ示されているように、神経刺激リード４０５は、被選択交感神経系４３１に
結合された電極４２１を含み、神経刺激リード４０４は、副交感神経系の被選択神経ター
ゲット４３０に結合された電極４２０を含む。
【００２７】
　被選択神経ターゲット４３０，４３１は、心臓４１８に分布している。種々の実施形態
において、移植医療装置４０２は、神経刺激リード４０４，４０５を通して何れか１個以
上の神経ターゲットに神経刺激を供給し、そのようにして自律平衡を調節する。上述した
ように、神経ターゲットは、種々のタイプの神経刺激リード、たとえば神経刺激カフリー
ド、神経刺激血管内リードまたは神経刺激皮下リード上に配置された電極を用いて刺激で
きる。１つの実施形態では、カフ電極は、大動脈神経、頚動脈神経、または迷走神経の周
囲に配置するために使用される。別の実施形態では、たとえば頚静脈内で血管内に配置さ
れた電極が、迷走神経のターゲットにされた部分を刺激するために、または大動脈もしく
は肺動脈内に位置決めされて、これと近位の神経ターゲットを刺激するために使用される
。更に、移植医療装置４０２に通信する無線電極も刺激の目的に使用されてよい。
【００２８】
　移植医療装置４０２は、特に神経刺激パルスを送達する神経刺激回路４６２を含む。図
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示された神経刺激回路４６２は、プログラム可能メモリ４６４、プロセッサ回路４６６、
および治療加減／調整回路４６８を含む。プログラム可能メモリ４６４は、移植医療装置
４０２が動作するための命令を記憶する。プロセッサ回路４６６は、感知された生理学的
データ、またはフィードバックを処理する。治療加減／調整回路４６８が受取る生理学的
フィードバックは、何らかの適用された治療（たとえば刺激パルス）の結果として生じ、
そして効果を示すことができる。種々の実施形態において、移植医療装置４０２は、１以
上の生理学的パラメータの状態を示す信号を監視し、または神経刺激に加えて治療を提供
できる。このような追加的治療の例は、心臓ペーシング治療、除細動治療、心臓再同期治
療、心臓リモデリング制御治療、薬剤治療、細胞治療、または遺伝子治療を含む。種々の
実施形態において、移植医療装置４０２は、このような１以上の追加的治療に応じて神経
刺激治療を提供する。
【００２９】
　外部プログラマ４０８は、医師または他の介護者による移植医療装置４０２の制御と移
植医療装置４０２との通信を提供する。１つの実施形態において、外部プログラマ４０８
は、遠隔測定リンク４６０を経由して移植医療装置４０２に通信する外部装置、比較的離
れた地点に位置する遠隔装置（たとえばパーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）
）、および外部装置と遠隔装置を結ぶ通信ネットワーク患者管理システムである。これに
よって患者管理システムは、たとえば患者の状態を監視したり、治療を調節したりするた
めに、遠隔地点から移植医療装置４０２にアクセスすることを可能にする。
【００３０】
　上述したように、遠隔測定リンク４６０は、移植医療装置４０２と外部プログラマ４０
８の間の通信を提供する。１つの実施形態において、遠隔測定リンク４６０は、誘導型遠
隔測定リンクである。別の実施形態において、遠隔測定リンク４６０は、遠距離無線周波
（ＲＦ）遠隔測定リンクである。種々の実施形態において、遠隔測定リンク４６０は、移
植医療装置４０２から外部プログラマ４０８へのデータ伝送を提供する。このデータ伝送
には、たとえば移植医療装置４０２によって獲得されたリアルタイム生理学的データの伝
送、移植医療装置４０２によって獲得され記憶された生理学的データの抽出、移植医療装
置４０２に記録された不整脈の発生と治療の実施など患者履歴データの抽出、または移植
医療装置４０２の動作状態（たとえばバッテリー状態またはリードインピーダンス）を示
すデータの抽出が含まれる。遠隔測定リンク４６０は、外部プログラマ４０８から移植医
療装置４０２へのデータ伝送も提供する。これには、たとえば生理学的データを獲得する
ための移植医療装置４０２のプログラミング（ユーザインターフェース経由）、少なくと
も１回の自己診断テスト（たとえば装置の動作状態のテスト）を実行するための移植医療
装置４０２のプログラミング、または１回以上の治療を実施し、もしくは１回以上の治療
を調節するための移植医療装置４０２のプログラミングが含まれる。
【００３１】
　図５は、神経刺激システム５００の部分の少なくとも１つの実施形態のブロック線図を
示す。この実施形態の神経刺激システム５００は、何らかの付与された神経刺激に対する
１個以上の生理学的反応を感知するようにした生理学的反応データセンサ５７０、１個以
上の生理学的パラメータの予備刺激状態（たとえば心拍または血圧の変化）を感知し、患
者の生理学に関して一層完全な像を別途提供するようにしたコンテキストセンサ５７２、
刺激電極／変換器５２０、および神経刺激回路５６２を含む。
【００３２】
　神経刺激回路５６２は、刺激出力回路５７４、フィードバック検出回路５７６、および
刺激制御回路５７８を含む。刺激制御回路５７８は、神経刺激パルスの送達を制御する治
療加減／調整回路５６８を含む。刺激出力回路５７４は、刺激制御回路５７８からパルス
送達信号を受取ると神経刺激パルスを送達する。パルス送達信号の少なくとも一部は、プ
ロセッサ回路５６６が実行するデータ分析、たとえばコンテキストセンサ５７２によって
集められた１個以上の予備刺激生理学的パラメータの比較、およびプログラム可能メモリ
５６４に記憶された生理学的閾値のパラメータ値によって生成される。生理学的反応デー
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タセンサ５７０は、付与された神経刺激に対する１以上の生理学的パラメータの反応を示
す信号を提供する。フィードバック検出回路５７６は、反応を示す信号を受取り、これら
の信号を処理することによって神経刺激フィードバック信号を供給する。
【００３３】
　多くのタイプの生理学的反応が生理学的反応データセンサ５７０によって集められ、フ
ィードバック検出回路５７６によって処理され得る。種々の実施形態において、反応は、
心臓活動、たとえば心拍数、ＨＲＶ、ＨＲＴ（ホルモン補充療法）、ＰＲインターバル、
Ｔ波速度、または活動電位持続時間を含む。別の種々の実施形態において、反応は、非心
臓反応、たとえば呼吸または血圧を含む。更に別の種々の実施形態において、反応は、Ｑ
Ｔインターバルまたは心房不応期／心室不応期を含む。治療加減／調整回路５６８は、刺
激フィードバック信号を使用することによって、刺激出力回路５７４によって生成される
治療を加減し、その結果、所望される生理学的反応を提供する（たとえば心臓反応または
非心臓反応を調節する）。フィードバック検出回路５７６は、生理学的反応データセンサ
５７０またはコンテキストセンサ５７２に基づき、神経刺激フィードバック信号を供給で
きる。コンテキストセンサ５７２は、１以上の予備刺激生理学的パラメータの他に、更に
被選択神経ターゲットに付与される神経刺激治療に不完全なデータが不都合な影響を与え
るのを回避するために使用できる。このようなコンテキストセンサ５７２の例は、活動セ
ンサ、姿勢センサ、またはタイマを含む。フィードバック検出回路５７６は、２個以上の
コンテキスト入力の何れか１個またはそれらの組合せを使用できる。たとえば心拍の上昇
は、運動の結果であって、神経刺激治療を加減する理由とはならないこともある。
【００３４】
　刺激電極／変換器５２０は、最終段階で神経刺激治療を被選択神経ターゲットに送達す
るものである。刺激電流を送達するために被選択電極の極性と位置、ならびに刺激電流の
パラメータ（たとえば振幅、周波数、バースト周波数、負荷サイクル、パルス幅など）は
、１以上の感知された生理学的反応、低い刺激閾値に対する要望、刺激治療の対象である
特定の障害、または刺激の副作用を最小化または緩和したいという要望に基づくことがで
きる。一例として、生理学的反応データセンサ５７０に結合した神経刺激回路５６２は、
監視されたＰＲインターバルの周波数反応によって自律平衡を監視でき、刺激陰極と刺激
陽極の位置は、副交感神経の活動を最大化するために調節できる。
【００３５】
　有利には、本発明は、医師または他の介護者が（外部ユーザインターフェース経由で）
または移植医療装置自体が、神経幹内の被選択神経ターゲットを刺激するために多数の電
極ベクトルの組合せの中から選択することを可能にする。多数の電極ベクトルを組合せる
ことによって、医師または移植医療装置は、１個以上の電極の組合せを繰返し選択するこ
とによって、特に生理学的フィードバック反応、最小限の刺激副作用または刺激閾値パラ
メータの何れか１つまたはその組合せのバランスを最適化または容認可能にできる。
【００３６】
　図６に、神経刺激システム６００の部分と、電極ベクトルおよび被選択ターゲットを刺
激する信号パラメータの最適または容認可能な組合せにおいて使用できる種々の生理学的
パラメータを示す。システム６００の種々の実施形態は、生理学的反応データセンサ６７
０またはコンテキストセンサ６７２の何れか１つ、またはこれらの組合せを含む。これら
のセンサは、神経刺激回路６６２の治療加減／調整回路６６８に指示することによって、
所要または所望のレベルの神経刺激を、最適な電極ベクトルに適切に付与できる。種々の
実施形態に従い、システム６００は、以下の感知された１以上の生理学的パラメータに基
づき自律平衡を調節する調節装置を含む。すなわち心拍、ＨＲＶ、ＨＲＴ、心収縮性、心
臓リモデリング、ＰＲインターバル、Ｔ波速度、活動電位持続時間、分時換気量、１回拍
出量、１回換気量、心拍出量、心臓有害事象、活動性、血圧、腹痛、食欲、感情、人格性
、筋緊張、睡眠、アレルギー、または姿勢が、生理学的パラメータである。
【００３７】
　フィードバック検出回路６７６は、感知された生理学的パラメータを示す信号を受信す
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ることによってその信号を処理し、少なくとも一部は、適切なパルス送達信号を生成する
ために神経刺激回路６６２で利用できる信号を提供する。種々の実施形態において、フィ
ードバック検出回路６７６のプロセッサ６６６は、感知された生理学的パラメータが容認
可能な範囲内にあるか否か判定する。たとえばプロセッサ６６６は、感知された心拍が特
定の目標レンジを超えたと判定すると、神経刺激回路６６２、一層具体的には治療加減／
調整回路６６８に適切な指示を出し、この指示がパルス送達信号の生成に使用される。
【００３８】
　種々の実施形態に従い、治療加減／調整回路６６８は、以下のモジュールの何れか１つ
を含む。すなわち刺激パルスの振幅を変化させる刺激振幅モジュール６８２、刺激パルス
の周波数を変化させる刺激周波数モジュール６８４、刺激パルスのバースト周波数を変化
させるバースト周波数モジュール６８６、刺激パルスの負荷サイクルを変化させる負荷サ
イクルモジュール６８８、または刺激パルスのパルス幅を変化させるパルス幅モジュール
６９０である。幾つか実施形態に従い、神経刺激回路６６２は、１つの刺激特徴または複
数の刺激特性の組合せを設定または調整するように構成されている。刺激特性の例は、振
幅、周波数、極性、刺激信号、および波形である。波形の例は、方形波、三角波、正弦波
、およびたとえば自然発生的な圧反射刺激を示すホワイトノイズを模擬するための所望の
調和成分を有する波などである。神経刺激回路６６２の幾つかの実施形態は、所定の振幅
、波形、パルス幅、および極性を有する刺激信号を生成するようにされ、更に制御信号に
応答することによって振幅、波形、パルス幅、および極性の少なくとも１つを調節するよ
うにされている。
【００３９】
　図７に、１以上の感知された生理学的パラメータを用いて、１以上の神経刺激パラメー
タを決定するための方法７００の実施形態を例示する。方法７００は、装置によって自動
的に実行されるか、または医師もしくは他の介護者にフィードバックすることによって、
医師が刺激パラメータを選択することによって実行できる。ステップＳ７０２で、１以上
の感知された生理学的パラメータが特定の目標範囲（目標レンジ）内にあるか否か判定さ
れる。１以上の感知されたパラメータが目標レンジ内の場合、設定された刺激が維持され
、プロセスはステップＳ７０２に戻る。１以上の感知されたパラメータが目標レンジ外に
あると判定されると、プロセスはステップＳ７０６に進み、使用する被選択電極ベクトル
の組合せに応じて少なくとも１の利得（ゲイン）の増分または減分によって神経刺激を加
減することによって、感知されたパラメータを目標レンジに近づける。種々の例は、目標
レンジを上回るレンジ、目標レンジを下回るレンジ、または目標レンジ内のレンジ（すな
わちサブレンジ）を提供する。レンジやサブレンジ等に応じて、種々の刺激調整プロトコ
ル（たとえば利得）を使用できる。たとえば或る刺激パラメータ（たとえば周波数）を調
整することによって大きい調整を行い、別の刺激パラメータ（たとえば振幅）を調整する
ことによって比較的小さい調整を行うことができる。
【００４０】
　種々の実施形態は、刺激の強さを増減することによって神経刺激を加減する。別の種々
の実施形態は、信号特性（たとえば振幅、周波数、パルス持続時間、または波形）を変化
させることによって刺激を加減する。更に別の種々の実施形態は、神経刺激を変化させる
刺激電極ベクトルを変えることによって刺激を加減する。幾つかの実施形態では電極ベク
トルを変化させることによって、神経連絡の刺激と神経連絡の抑制との間で調節する。種
々の実施形態は、電気治療を施すために使用する電極を変えることによって刺激を加減す
る。このようにして、Ｎ個の電極が存在する場合、刺激は、Ｎ個の電極のうちから選択さ
れた第１組の電極の使用から、Ｎ個の電極のうちから被選された第２組の電極の使用へと
変化できる。１個の電極は、何れか一方の組のみに含まれるか、または両方の組に含まれ
てもよい。幾つかの組は別の組にはない電極のみを含む。
【００４１】
　図８は、神経刺激が付与された場合の、刺激の副作用を最小化または緩和するための方
法８００を例示する。神経刺激治療は、ステップＳ８０２で適用される。種々の実施形態
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に従い、神経刺激は、治療計画に基づきＯＮまたはＯＦＦにされ、刺激がＯＮにされると
パルス列を含む。ステップＳ８０４では、神経刺激に起因し得る有害な副作用が検出され
るか否か判定される。通常の有害な副作用の例は、咳、副作用に関係した声（たとえば声
の変化または喉頭痙攣）、呼吸関連副作用（たとえば呼吸困難または無呼吸）、心臓関連
副作用（たとえば徐脈、不整脈、または心拍出量低下）、および患者の不快症状（たとえ
ば吐き気、咽喉炎、感覚異常、または胃のムカツキ）である。有害な副作用を検出するた
めに種々のセンサを使用できる。一例として、咳を検出するためにインピーダンスセンサ
、加速度計、または音響センサを使用できる。音響センサは、声に関連した副作用の検出
にも使用できる。別の例として、呼吸関連副作用を検出するために、呼吸センサ、たとえ
ば分時換気量インピーダンスと経胸腔インピーダンスを使用できる。更に別の例として、
心臓関連副作用は、心拍センサ、不整脈検出器、血圧センサ、または血流センサを用いて
検出できる。更に別の例で、患者の不快症状は、患者または医師からの１以上の入力によ
って検出できる。
【００４２】
　種々の実施形態において、たとえば神経刺激と副作用が同時またはほぼ同時に起こった
か否か判定することによって、神経刺激が副作用を誘発したか決定する。副作用が検出さ
れなければ、プロセスはステップＳ８０２に戻って、引続き神経刺激治療を適用する。副
作用が検出されたら、プロセスはステップＳ８０６に進み、神経刺激治療の強さを加減す
ることによって、副作用を最小化または緩和する。たとえば副作用が検出されたら、神経
刺激の強さは、自動的に副作用閾値以下または異なる電極に調整されて、刺激を治療レベ
ルに維持する。刺激の強さは、刺激電極を変更するか、または神経刺激信号の振幅、周波
数、負荷サイクル、またはパルス幅を調整することによって調節できる。副作用の閾値は
、時間の経過に連れて増してもよく、それに伴い神経刺激治療の強さも増すが、引続き副
作用の閾値を下回る。
【００４３】
　神経刺激は、神経ネットワークを通して生理学ステップＳ８０８に影響する。治療入力
ステップＳ８１０は、生理学的センサを用いて感知または導出でき、付与された神経刺激
治療の制御に使用するためのフィードバック信号を提供できる。生理学的センサまたはそ
の他の入力を用いて、ステップＳ８０４で例示されているように、副作用が生じているこ
とを感知、判定、その他導出できる。たとえば１つの実施形態は、咳が、付与された神経
刺激に起因するか否か判定することを可能にする咳センサを含む。他の実施形態は、患者
または医師の入力を用いて、いつ患者が神経刺激に起因する副作用を経験したか否か判定
する。
【００４４】
　図９に、自律平衡が失われた後で低い神経刺激閾値によって回復するための方法９００
を例示する。ステップＳ９０２で自律平衡が失われたか否か判定する。自律平衡が失われ
ている場合は、ステップＳ９０４で刺激パラメータ（たとえば電流振幅）が増加される。
ステップＳ９０５で、増加されたパラメータが予め設定されたパラメータ閾値と比較され
る。増加された刺激パラメータが予め設定されたパラメータ閾値よりも大きい（または幾
つかのケースでは実質的に等しい）場合は、ステップＳ９１０で一層低いパラメータ閾値
を求めて別の組の電極がチェックされる。
【００４５】
　増加された刺激パラメータが予め設定されたパラメータ閾値よりも小さい場合は、ステ
ップＳ９０６で自律平衡が回復したか否か判定される。平衡が回復していない場合は、プ
ロセスはステップＳ９０４に戻って刺激パラメータが再び増加される。平衡が回復したら
、ステップＳ９０７で新しい刺激パラメータが評価される。この評価が容認可能と思われ
たら、ステップＳ９０８で新しい刺激電圧が設定される。評価が容認不可能と思われたら
、プロセスはステップＳ９０４に戻る。ステップＳ９０９で自律平衡が生じたことを確認
するために、新しい刺激電圧が再テスト／検証される。新しい刺激電圧で平衡が回復され
ないときは、プロセスはステップＳ９０４に戻り、刺激電圧が再び増加される。
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【００４６】
　ステップＳ９１２で、新しい組の電極によって自律平衡が回復したか否か判定される。
平衡が新しい組の電極によって回復した場合は、ステップＳ９１３で新しい刺激電極ベク
トルが評価される。この評価が容認可能と思われたら、ステップＳ９１４で新しい刺激電
圧ベクトルが設定される。評価が容認不可能と思われたら、プロセスはステップＳ９１０
に戻る。ステップＳ９１５で自律平衡が生じたことを確認するために、新しい刺激パラメ
ータが再テスト／検証される。新しい刺激パラメータによって平衡が回復されないときは
、ステップＳ９１０で一層低い電圧閾値を求めて第２の新しい組の電極がチェックされる
。
【００４７】
　上述したように、本発明による神経刺激システムと方法は、自律平衡の調節によって種
々の医学的、精神医学的、または神経学的障害の治療と制御に効果的かつ効率的に使用で
きる。自律平衡は（治療）、被選択神経ターゲットを通過する刺激電流密度を、最適また
は容認可能な刺激電極ベクトルを介して操作することによって調節される。このシステム
は、神経の周囲の３電極列に多数の電極を含むので、システムは、最適または容認可能な
刺激電極ベクトルを判定するために多くの選択肢の中から選ぶことができる。幾つかの例
で、治療電流を操作するために使用される電極ベクトルは、低い刺激閾値の最良の組合せ
を維持するベクトルであり、その結果として有害な副作用を減らし、容認可能な生理学的
フィードバックを行う。
【００４８】
　上記の発明の詳細な説明は、例示を意図したものであって、制限を意図したものではな
い。たとえば上述した例の何れも単独でも、他の例と合同でも用いられてよい。他の多く
の例は、他の多くの例は、上記の説明を検討すれば当業者にとって明らかであろう。それ
ゆえ、本発明によるシステムと方法の範囲は、添付の請求項、およびかかる請求を行う権
利が与えられる法的等効物の全範囲を基準にして決定されるべきである。
【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】
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