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(57)【要約】
　内頸静脈内の位置から迷走神経の目標領域を刺激する
ためのシステムを説明する。そのシステムは医療用リー
ドおよび絶縁要素からなる。絶縁要素は、可撓性の電気
絶縁性材料シートから形成されており、迷走神経に近接
する神経構造を刺激から絶縁するために内頸静脈内に植
え込まれる。絶縁シースは少なくとも１つの窓を含み、
その窓を通して、電気刺激因子を迷走神経の目標領域に
送達することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内頸静脈内の位置から迷走神経の目標領域を刺激するためのシステムにおいて、
　医療用リードであって、基端から先端に延在するリード本体と、前記基端から前記先端
に向かう方向に前記リード本体内を延在する導体と、前記リード本体上に配置されており
前記導体に動作可能に接続される１つ以上の電極と、を備え、前記電極は、前記内頸静脈
内の前記位置から迷走神経の目標領域に電気刺激因子を経血管的に送達するように構成さ
れている、医療用リードと、
　絶縁要素であって、電気絶縁性材料からなる可撓性シートから形成された絶縁シースを
備え、前記絶縁シースは、前記内頸静脈内に植え込まれ前記リードの周りに配設され、前
記迷走神経に近接する神経構造を刺激から絶縁するように構成されており、前記絶縁シー
スは、前記リードと前記迷走神経の前記目標領域との間に配置されるように構成された少
なくとも１つの窓を含み、前記窓を通して、前記電気刺激因子を前記迷走神経の前記目標
領域に送達できる、絶縁要素と、
を備えるシステム。
【請求項２】
　前記絶縁要素は、折り畳んだ送達構成から展開した構成に拡張するように構成されたス
テント様の定着部材を備え、展開した構成では、前記ステント様の定着部材は前記絶縁シ
ースを前記内頸静脈の内壁に固定するように構成されている、請求項１に記載のシステム
。
【請求項３】
　前記ステント様の定着部材はバルーン拡張型である、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ステント様の定着部材は自己拡張型である、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記絶縁シースは前記ステント様の定着部材の周りに径方向に配設される、請求項２に
記載のシステム。
【請求項６】
　前記ステント様の定着部材は前記絶縁シースの周りに径方向に配設され、前記絶縁シー
スは前記ステント様の定着部材に取り付けられる、請求項２に記載のシステム。
【請求項７】
　前記窓は複数の穿孔からなる、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記窓は電気を通す材料を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　頸動脈鞘の内頸静脈内の位置から迷走神経の目標領域を刺激するためのシステムにおい
て、
　医療用リードであって、基端から先端に延在するリード本体と、前記基端から前記先端
に向かう方向に前記リード本体内を延在する導体と、前記リード本体上に配置されており
前記導体に動作可能に接続される１つ以上の電極と、を備え、前記電極は、前記内頸静脈
内の前記位置から迷走神経の目標領域に電気刺激因子を経血管的に送達するように構成さ
れている、医療用リードと、
　絶縁要素であって、電気絶縁性材料からなる可撓性シートから形成された絶縁シースを
備え、前記絶縁シースは、植え込まれているときは前記頸動脈鞘の少なくとも一部を包囲
するようにほぼ管形状をとるように構成され、前記電気刺激因子が前記リードの電極によ
って前記迷走神経の前記目標領域に送達されるときに前記迷走神経に近接する神経構造を
刺激から絶縁するために、前記リードの電極が植え込まれるときにその中に位置決めされ
る前記頸動脈鞘の前記一部を包囲するように構成される、絶縁要素と、
を備えるシステム。
【請求項１０】
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　前記リード本体は、前記内頸静脈内の所望の部位に前記リード本体を固定し安定させる
よう前記内頸静脈の内壁に係合するように構成された予め形成した領域を備える、請求項
９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記絶縁シースは第１の部分および第２の部分を備え、前記第１の部分は前記頸動脈鞘
を包囲するように構成され、前記第２の部分は、前記内頸静脈の局部的な領域を径方向に
圧縮するために、前記内頸静脈を包囲し前記内頸静脈の外面に接触するように構成されて
いる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記リード本体は、前記内頸静脈内の所望の部位に前記リードを固定し安定させるよう
に前記内頸静脈の前記局部的な領域の内壁に係合するように構成された予め形成した領域
を備える、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　内頸静脈内の位置から迷走神経の目標領域を刺激するための方法であって、
　前記迷走神経の前記目標領域に近接する位置に、少なくとも部分的に放射線不透過性で
ある絶縁要素を留置する工程と、
　前記絶縁要素を留置した後に、少なくとも１つの電極を含む医療用リードの所望の植え
込み部位を判定するために前記留置した絶縁要素を蛍光透視下で視覚化しながら、前記医
療用リードを前記内頸静脈内で前進させる工程と、
　前記少なくとも１つの電極が前記絶縁要素によって包囲されるように、前記内頸静脈内
に位置決めされた前記少なくとも１つの電極を有する前記医療用リードを位置決めする工
程と、
　前記少なくとも１つの電極を介して前記迷走神経に電気刺激因子を供給するように前記
医療用リードをパルス発生器に動作可能に接続する工程と、
を備え、
　前記絶縁要素は、前記迷走神経に近接する神経を前記電気刺激因子への曝露から電気的
に絶縁するように動作する、方法。
【請求項１４】
　前記絶縁要素を留置する前記工程は、折り畳んだ構成の前記絶縁要素をデリバリ・カテ
ーテル内で、前記迷走神経の前記目標領域に近接する前記内頸静脈内の位置まで前進させ
る工程と、前記絶縁要素を前記デリバリ・カテーテルから解放し、それにより、前記絶縁
要素が、前記絶縁要素が前記内頸静脈の内壁に対して固定された展開した構成をとるよう
にするかまたはそれを可能にする工程と、
からなる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記絶縁要素を留置する前記工程は、前記絶縁要素上の電気を通す窓を前記迷走神経に
向ける工程をさらに備え、前記医療用リードを位置決めする前記工程が、前記窓を通して
前記迷走神経に向けて前記電気刺激因子を向けられるように、前記少なくとも１つの電極
を位置決めする工程を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記絶縁要素は絶縁シースおよびステント様の定着部材を含み、前記ステント様の定着
部材が、前記内頸静脈の前記内壁に対して前記絶縁要素を固定するために、送達のための
前記折り畳んだ構成から前記展開した構成に移行するように構成されている、請求項１４
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記医療用リードの前記電極が前記迷走神経の前記目標領域に隣接するように前記リー
ドを前記絶縁要素に固定する工程をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記絶縁要素を留置する前記工程は、前記迷走神経の前記目標領域がその中に位置する
位置において頸動脈鞘の周りに前記絶縁要素の少なくとも一部を位置決めする工程を含む
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、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記絶縁要素は第１の部分および第２の部分を含み、前記絶縁要素を留置する前記工程
は、前記迷走神経の前記目標領域がその中に位置する位置において頸動脈鞘の周りに第１
の部分を位置決めする工程と、前記第２の部分を前記頸動脈鞘内の前記内頸静脈の外面の
周りに位置決めする工程とを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記絶縁要素の前記第２の部分は、前記内頸静脈の領域を径方向に圧縮するような形状
を有し、前記リードの本体が、前記内頸静脈内の前記圧縮された領域の直径よりも大きい
自由寸法を画定する予め形成した領域を含み、前記医療用リードを位置決めする前記工程
は、前記内頸静脈内の前記医療用リードの長手方向の動きを妨げるために、前記内頸静脈
の前記圧縮された領域に接触するように前記予め形成した領域を位置決めする工程を含む
、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、神経を刺激するためのシステムおよび方法に関する。より詳細には、本開示
は、迷走神経の目標領域に近接または隣接する他の構造への刺激を避けながら、内頸静脈
内の位置から迷走神経の目標領域を刺激するためのシステムおよび対応する方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　様々な内科的疾患、精神疾患、および神経疾患を治療および管理するための神経刺激の
利用には、とりわけ心臓病、てんかん、肥満症、および呼吸障害の治療のための利用を含
めて、最近の数十年にわたって大幅な成長が認められている。例えば、神経の刺激による
自律神経のバランスの調整が可能であることが示されており、また、心筋梗塞（ＭＩ）後
のさらなるリモデリングおよび致命的な不整脈の素因からの心筋の保護など、臨床上の明
確な利点を有することが示されている。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】一実施形態による、頸動脈鞘内に位置する患者の迷走神経の領域を刺激するため
のシステムの概略図。
【図２】図１に示すシステムの拡大部分概略図。
【図３】図１のシステムで使用する絶縁要素の一実施形態の部分切り欠き図。
【図４】図１のシステムで使用するリードを有する絶縁要素の一実施形態の部分切り欠き
図。
【図５】図１のシステムで使用する絶縁要素の一実施形態の部分切り欠き図。
【図６】一実施形態による、頸動脈鞘内に位置する患者の迷走神経の領域を刺激するため
のシステムの概略図。
【図７】一実施形態による、頸動脈鞘内に位置する患者の迷走神経の領域を刺激するため
のシステムの部分概略図。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　複数の実施形態を開示しているが、当業者には、例示的な実施形態を示し説明している
以下の詳細な説明から、さらに他の実施形態が明らかになるであろう。したがって、図面
および詳細な説明は、本質的に例示であり限定的ではないと解釈されるべきである。
【０００５】
　本発明は様々な改変例および代替形態をとることができ、図面には特定の実施形態が例
示として示されており、それらについては以下で詳細に説明する。しかし、本発明は、説
明するそれらの特定の実施形態に本発明を限定するものではない。逆に、本発明は、添付
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の特許請求の範囲によって定義される本発明の範囲内に含まれる全ての改変例、等価物、
および代替例を包含するものである。
【０００６】
　図１は、頸動脈鞘１０内に位置する患者の迷走神経６の領域を刺激するためのシステム
２の概略図（図１に断面で示す）であり、図２はシステム２の拡大部分概略図である。知
られている通り、頸動脈鞘１０は、総頸動脈（図示せず）、内頸静脈（ＩＪＶ）１４、お
よび迷走神経６を包む複数層の筋膜から構成されている。図示のように、システム２は、
リード１８、植え込み式のパルス発生器２２、および絶縁要素２５を含み、絶縁要素２５
は絶縁シース２６およびステント様の定着部材２７を含む。例示の実施形態では、リード
１８はパルス発生器２２に接続されており、パルス発生器２２は電源またはバッテリ２８
を含む。さらに、絶縁要素２５はリード１８の周りに配設されており、リード１８はＩＪ
Ｖ１４内に配置される。
【０００７】
　様々な実施形態において、心疾患を治療するために、システム２を用いて迷走神経６を
選択的に刺激する。このように、様々な実施形態において、リード１８は電極（図１に図
示せず）を含み、電極は、植え込まれているときに迷走神経６に電気刺激因子を送達する
ように、パルス発生器２２の電子部品および電源２８に電気的に動作可能に接続されてい
る。さらに、図１に示すように、絶縁要素２５は、植え込まれているときにリード１８の
周りに配設されており、前述の電極から発せられる電気刺激因子が頸動脈鞘１０外の神経
もしくは筋肉組織またはＩＪＶ１４に向けられるのを防止することによって、こうした神
経または組織への望ましくない刺激を妨げるように動作する。したがって、絶縁要素２５
は、頸動脈鞘１０内の選択した構造体、例えば、迷走神経６に刺激因子を限定するように
動作する。したがって、システム２により、意図しない解剖学的構造へのエネルギー伝導
を最小限に抑えながら所望の目標、例えば、迷走神経６に向けて刺激因子を方向付けする
ことによって、最適な刺激結果が容易にもたらされる。
【０００８】
　例示の実施形態では、絶縁要素２５はＩＪＶ１４内に配設される。様々な実施形態にお
いて、リード１８および絶縁要素２５を、別々の要素として提供し、植え込み後にｉｎ　
ｓｉｔｕで互いに接続することができる。あるいは、様々な実施形態において、リード１
８および絶縁要素２５を一体の要素として予め組み立てることができる。
【０００９】
　図１に示すように、リード１８は長尺状の絶縁性のリード本体３４を含み、そのリード
本体３４は基端３８から先端４２に延在する。リード１８は、リード本体３４の基端３８
に配置されたコネクタ（図示せず）によってパルス発生器２２に接続される。様々な実施
形態において、リード本体３４は患者の動きを可能にするように全体に可撓性である。い
くつかの実施形態では、リード本体３４は、手術による植え込みのためにリード本体３４
を強化するために、ガイドワイヤまたはスタイレットなどのガイド部材を受けるガイド・
ルーメンを１つまたは複数含むことができる。
【００１０】
　様々な実施形態によれば、リード１８は導体を複数含むことができ、その導体は、リー
ド本体３４内をリード本体３４の基端３８から先端４２に向かう方向に延在するワイヤ、
コイル、またはケーブルを含む。導体は、シリコーン、ポリウレタン、エチレンテトラフ
ルオロエチレン、または別の生体適合性の絶縁性ポリマーなどの絶縁体によって絶縁する
ことができる。例示的な一実施形態では、導体は同径の設計を有する。この実施形態では
、個別の導体はそれぞれ、別々に絶縁され、次いで、平行に一緒に巻回されて、単一のコ
イルが形成される。別の例示的な実施形態では、導体は、同軸であり同径でない構成を有
する。様々な実施形態において、個別の導体はシングル・フィラまたはマルチ・フィラの
コイル導体でよい。さらに他の実施形態では、１つまたは複数の導体は撚りケーブル導体
であり、それぞれリード本体３４の前述のルーメンのうちの１つを通ってルート設定され
ている。要約すると、様々な実施形態は、リード１８内の特定の導体の構成に限定されな
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い。
【００１１】
　様々な実施形態において、絶縁要素２５は、リード１８を包囲できるいくつかの構成を
有することができ、リード１８はＩＪＶ１４内に配置されている。その構成により、頸動
脈鞘１０外の神経または解剖学的構造の望ましくない刺激を事実上防止しながら、迷走神
経６を選択的に刺激することが可能になる。図１および図２に示すように、絶縁要素２５
はリード１８の周りに配設される。様々な実施形態において、絶縁要素２５は、ＩＪＶ１
４内に嵌まりリード１８を事実上包囲するように構成されており、リード１８から発せら
れる電気刺激パルスを、迷走神経６に向けて伝達可能にするために、窓（図１または図２
に図示せず）が、迷走神経６に隣接し迷走神経６と位置合わせされるように位置決めされ
るように構成されている。しかし、代替の実施形態では、本明細書でさらに詳細に説明す
るように、絶縁要素２５は、ＩＪＶ１４または頸動脈鞘１０の外側に巻き付けられるよう
に構成され得、リード１８はＩＪＶ１４内に配置されている。
【００１２】
　図示のように、絶縁要素２５は、ステント様の定着部材２７および絶縁シース２６を含
む。絶縁シース２６は、可撓性で絶縁性の生体適合性材料シートから形成することができ
る。絶縁シース２６に使用できる適切なポリマーには、例えば、シリコーン、ポリウレタ
ン、ポリシロキサンウレタン、エチレンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦＥ）、ポリテト
ラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、延伸ＰＴＦＥ（ｅＰＴＦＥ）、および延伸超高分子量
ポリエチレン（ｅＵＨＭＷＰＥ）が含まれるが、他のものも企図される。あるいは、絶縁
シース２６は、絶縁材料製の外面またはコーティングを有する可撓性の材料シートから構
成されてもよい。こうした絶縁材料の例には、絶縁シース２６に使用できる上記で列挙し
た材料が含まれるが、それらに限定されない。組み立てられた絶縁要素２５の構成および
絶縁要素２５の組み立て方法に応じて、絶縁シース２６の材料の所望の可撓性を変えても
よい。
【００１３】
　一実施形態では、絶縁シース２６は、絶縁シース２６を蛍光透視下で視覚化できる放射
線不透過性の材料から作製するか、またはそれを含むことができる。例えば、一実施形態
では、絶縁シース２６は、蛍光透視下で目に見えるが絶縁シース２６の電気絶縁性には実
質的に影響しない放射線不透過性の充填材、例えば、オキシ炭酸ビスマスまたは同等の材
料で充填することができ、したがって、絶縁シース２６は、絶縁シース２６の経血管の送
達中に臨床スタッフによって蛍光透視下で視覚化できるように十分に放射線不透過性にな
る。
【００１４】
　組み立てると、絶縁シース２６は、ほぼ管状または円筒形にすることができる。絶縁シ
ース２６は、組み立てたときに絶縁シース２６の１つの端部の直径が反対側の端部の直径
よりも大きくなるようにテーパ状にすることもできる。様々な実施形態において、絶縁シ
ース２６を形成する材料は断面の厚さが一様でもまたは一様でなくてもよい。様々な実施
形態において、絶縁シース２６は、植え込まれたときにその組み立てた最終の（例えば、
管状の）形状に向かって付勢されるように形状記憶を有するように構成され得る。
【００１５】
　絶縁シース２６は、血栓を形成しない材料または薬剤を溶出する材料など、追加のコー
ティングを含むことができる。絶縁シース２６は、絶縁シース２６を通した組織の内方成
長を防止するような１つまたは複数の材料から構成または形成され得る。
【００１６】
　一実施形態では、図１および図２に示すように、絶縁シース２６は、ステント様の定着
部材２７に取り付けることもでき、その定着部材２７は、ＩＪＶ１４内で適位置に絶縁要
素２５を保持するように動作する。ステント様の定着部材２７は、様々な生体適合性の材
料から構築することができる。いくつかの実施形態では、ステント様の定着部材２７は、
例えば、とりわけステンレス鋼またはＮｉｔｉｎｏｌ（商標）のワイヤメッシュなどのワ
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イヤメッシュから構築することができる。ステント様の定着部材２７は、ＩＪＶ１４内の
植え込み箇所に送達するための折り畳んだ構成から、図１および図２に示すような展開し
た構成に移行するように構成され得る。一実施形態では、ステント様の定着部材２７はバ
ルーン拡張型とすることができる。別の実施形態では、ステント様の定着部材２７は自己
拡張型とすることができる。展開した構成のときは、ステント様の定着部材２７は、外径
がＩＪＶ１４の内径よりも大きくなるように拡張して、ＩＪＶ１４内に絶縁シース２６を
固定し安定させるようにＩＪＶ１４の血管壁に径方向に拡張する十分な量の力を加えるこ
とができる。絶縁シース２６は、ステント様の定着部材２７を用いて拡張するように構成
され得る。
【００１７】
　様々な実施形態において、ステント様の定着部材２７は、ステント様の定着部材２７の
留置中にも留置後にも蛍光透視下で視覚化できるように、放射線不透過性の材料から作製
される。この放射線不透過性により、有利には、所望の植え込み位置において、ステント
様の定着部材２７が、したがって絶縁要素２５が容易に位置特定される。絶縁シース２６
およびステント様の定着部材２７がリード１８の留置の前に互いに独立に留置される実施
形態では、ステント様の定着部材２７の放射線不透過性により、臨床医がステント様の定
着部材２７をリード１８の所望の位置決めのための目標物として用いることが可能になる
。
【００１８】
　図３は、図１および図２の絶縁要素２５の部分切り欠き図である。図示の実施形態では
、絶縁シース２６はステント様の定着部材２７の周りに配設され、ステント様の定着部材
２７は、植え込むときにＩＪＶの内壁に対して適位置に絶縁シース２６を保持するように
動作する。絶縁シース２６には窓２９（または開口部）が含まれ、植え込みの際にその窓
を迷走神経または他の目標の神経に向けることができる。窓２９により、絶縁シース２６
内のリード上の電極からの電気刺激因子または刺激エネルギーを、例えば迷走神経に向け
られることが可能になる。こうした窓２９は、絶縁要素２５が頸動脈鞘１０内に配置され
る実施形態において含まれる。
【００１９】
　絶縁シース２６の窓２９は、様々な形状または構成をとることができる。図３に、絶縁
シース２６の長手方向の長さに延在する隙間の形態の長尺窓２９を示す。あるいは、窓２
９は絶縁シース２６の全長よりも短い長さだけ延在することができる。別の代替の実施形
態では、窓２９は、絶縁シース２６に沿って延在する１連の穿孔を備えることができる。
【００２０】
　別の実施形態では、窓２９は、電気を通す材料もしくは電気透過性の材料の領域、また
は導電性の材料の領域として構成され得、その領域を通して電気刺激因子を迷走神経６に
向けられる。こうした実施形態では、用語「窓（ｗｉｎｄｏｗ）」は、材料が存在しない
領域でなく、絶縁シース２６を形成する電気絶縁が不連続であることを指す。こうした実
施形態は、物理的な不連続性を有しない、切れ目のないシースを提供するというさらなる
利点を有することができ、これは、絶縁シース２６の構造上の完全性を強化することがで
きる。
【００２１】
　図４は絶縁要素２５の部分切り欠き図であり、ステント様の定着部材２７の内面６４上
に配置されたリード１８が絶縁シース２６の窓２９（すなわち、絶縁されていない部分）
に近接しているところを示す。図示のように、リード１８は電極５０を複数（図４には３
つ示す）含み、それらの電極５０は、電気刺激因子が窓２９を通して径方向外側に向けら
れる。様々な実施形態において、少なくとも１つの電極５０の電気的に活性の面は、窓２
９に向かう方向、および迷走神経または目標の神経構造のうちの刺激される領域に向かう
方向に向けることができる。様々な実施形態において、電極５０はリング形または部分的
にリング形の電極とすることができる。
【００２２】
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　いくつかの実施形態では、絶縁要素２５とリード１８とを連結し、一緒に植え込むこと
ができる。あるいは、絶縁要素２５とリード１８を分離し、互いに独立に植え込むことが
できる。絶縁要素２５とリード１８とが別々に植え込まれる場合は、それらの構成要素を
互いに取り付ける手段を含むことができる。例示的な取り付け手段が図４に示されている
。例示のように、第１組の磁石８０をリード１８上に配置し、第１組の磁石８０とは反対
の電荷を有する、対応する第２組の磁石（図示せず）を、絶縁要素２５の絶縁シース２６
および／またはステント様の定着部材２７上に配置するかまたは内部に埋め込むことがで
きる。一実施形態では、別個の磁石を追加する代わりに、ステント様の定着部材２７の各
領域を磁性にすることができる。
【００２３】
　他の適切な取り付け手段も企図される。例えば、絶縁シース２６および／またはステン
ト様の定着部材２７は、その外面または内面の少なくとも一部にわたって粘着性または接
着性の表面コーティングを備えて、リード本体３４との摩擦係合を強化することができる
。別の実施形態では、絶縁シース２６および／またはステント様の定着部材２７は、協働
してリード本体３４に係合するように構成されたプロングまたはフックを１つまたは複数
を含むことができる。さらに別の実施形態では、リード本体３４は、絶縁要素２５に係合
するように構成されたプロング、フック、または留め具などの突起を１つまたは複数含む
ことができる。様々な実施形態において、使用する特定の取り付け機構は、リード１８を
絶縁要素２５から取り外しできるように切り離すことができて、起こり得る、後からのリ
ード１８の取り出しが可能になる。
【００２４】
　図５に、絶縁シース１２６およびそれに接続されたステント様の定着部材１２７を含む
代替の絶縁要素１２５の別の例示的な構成を示す。図示の代替の実施形態では、ステント
様の定着部材１２７は、絶縁シース１２６から径方向外側に配置することができ、絶縁シ
ース１２６はステント様の定着部材１２７の内面に取り付けられる。様々な実施形態にお
いて、本明細書に別段の説明がない限り、絶縁シース１２６およびステント様の定着部材
１２７は、通常は、図４に関して本明細書で説明した絶縁シース２６またはステント様の
定着部材２７と事実上同じかまたは全く同一になるように構成され得る。
【００２５】
　説明したシステム２の様々な植え込み方法が可能である。一実施形態では、リード１８
を絶縁要素２５と別個に、例えば本明細書に上記で論じたように送達することができる。
こうした実施形態では、リード１８をｉｎ　ｓｉｔｕで絶縁要素２５に連結することがで
きる。本明細書では絶縁シース２６およびステント様の定着部材２７を含む絶縁要素２５
を留置する送達技法について言及しているが、シース１２６およびステント様の定着部材
１２７を含む絶縁要素１２５を留置するのに事実上同じかまたは同一の技法を用いること
ができることを強調しておく。
【００２６】
　様々な実施形態において、デリバリ・カテーテルを用いて、ステント様の定着部材２７
に接続された絶縁シース２６を含む絶縁要素２５を、リード１８上の電極領域に隣接する
位置に前進させ得る。絶縁要素２５を、デリバリ・カテーテルの送達中に折り畳んだ構成
内に維持し、次いでデリバリ・カテーテルから留置することができる。絶縁要素２５をデ
リバリ・カテーテルから切り離す前またはその間に、窓２９を迷走神経６に向けることが
できるように絶縁要素２５を回転させ得る。
【００２７】
　様々な実施形態において、上記で論じたように、絶縁シース２６および／またはステン
ト様の定着部材２７は、放射線不透過性であり、したがって、蛍光透視下で目に見え、リ
ード１８とは独立に留置される。こうした実施形態では、まず絶縁要素２５を所望の植え
込み位置において留置および固定し、ＩＪＶ１４内に位置決めする。絶縁要素２５は、蛍
光透視下で目に見えるので、有利には、留置された絶縁シース２６およびステント様の定
着部材２７によって画定された内部空間内に電極５０を配置するための目標を提供するこ
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とができる。
【００２８】
　様々なリード送達技法を用いてリード１８を目標位置に送達することができる。一実施
形態では、ＩＪＶ１４内のその位置までガイドワイヤ上でリード１８を前進させ得る。他
の実施形態では、ガイド・カテーテルまたはスタイレットを用いてリード１８を送達する
ことができる。
【００２９】
　一実施形態では、絶縁シース２６およびステント様の定着部材２７を含む絶縁要素２５
をデリバリ・カテーテルから部分的に留置し、続いて、リード１８を同じデリバリ・カテ
ーテルから前進させ得、そのため、部分的に留置したシース２６および定着部材２７の内
部に、したがってＩＪＶ１４の血管壁７０（図２）の比較的近くに、電極５０を位置決め
することができる。部分的に留置した絶縁要素２５は、窓２９を通って迷走神経６に至る
電気刺激因子の送達に最適な位置が確認されるまで、回転および再位置決めすることがで
きる。様々な実施形態において、迷走神経６への急な刺激を用いて、位置での窓２９に関
するリード１８の配置が迷走神経６への最適な刺激を生じて所望の生理作用を生み出して
いるかを判定することができる。生み出され続いてモニタリングできる生理作用には、反
回神経（ＲＬＮ）（迷走神経の分枝）の活性化による喉頭筋の振動、心拍数、血圧、声の
変化、または脳波信号が含まれる。所望の生理作用を生じる刺激のための最適な部位が確
認されるまで、必要に応じて、リード１８または絶縁要素２５を再位置決めすることがで
きる。迷走神経６のうちの刺激する領域が確認されると、絶縁要素２５を植え込み位置で
完全に拡張し、リード１８を絶縁要素２５内に完全に留置および固定することができる。
【００３０】
　図６は、患者の迷走神経２０６のうちの頸動脈鞘２１０内に位置する領域を刺激する代
替のシステム２００の概略図である。システム２００は、（基端２３８および先端２４２
を有するリード本体２３４を含む）リード２１８、（電源２２８を含む）パルス発生器２
２２、および例示の実施形態では電気絶縁性の材料から作製されたシースである絶縁要素
２２６を含む。図６に関して明確に論じられる場合を除いて、リード２１８、パルス発生
器２２２、および絶縁要素２２６、ならびにそれらの構成要素は、本明細書の他の箇所で
論じたリード１８、パルス発生器２２、および絶縁シース２６、１２６と事実上同様また
は同一とすることができる。
【００３１】
　図示のように、リード２１８は、ＩＪＶ２１４に配置され、迷走神経２０６を刺激する
治療の電気刺激因子を発生するように構成されている。さらに、完全に植え込まれると、
絶縁要素２２６は、リード２１８上の電極（図示せず）を含む、絶縁要素２２６の軸方向
の長さ内に位置する頸動脈鞘２１０の構造体を事実上または完璧に包囲するように、頸動
脈鞘２１０の周りに配設される。
【００３２】
　絶縁要素２２６は、ＩＪＶ２１４内の植え込み位置にリード２１８を送達する前にまた
はその後に、頸動脈鞘２１０の周りに植え込むことができる。様々な実施形態において、
絶縁要素２２６の対向する縁部は、縫合糸を用いて互いに接合できる相補的な縫合用の孔
を含むことができる。しかし、縁部を接合する他の代替の手段も企図され、接着剤、フッ
クおよびループによるファスナ機構、または他の同等の接合技法もしくは特徴部を含むこ
とができる。
【００３３】
　一実施形態では、絶縁要素２２６は、形状記憶を有する材料から形成することもでき、
絶縁要素２２６が頸動脈鞘２１０の周りに配設されるときに変形した後で、絶縁要素２２
６が所定の管形状に戻る（すなわち、予めコイル状にされている）ようにして形成されて
もよい。こうした実施形態では、絶縁要素２２６は、植え込み中に頸動脈鞘２１０の周り
にフィットするように広がり、次いで、それ自体の周りでらせん状になって閉じることを
可能にすることができる。
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【００３４】
　絶縁要素２２６は、頸部の皮膚に形成した小切開部を通して植え込むことができる。一
実施形態では、頸動脈鞘２１０にアクセスするために臨床医が静脈切開法を用いる。頸動
脈鞘２１０の近くで切開した後に、臨床医は、絶縁要素２２６を頸動脈鞘２１０の周りで
組み立て可能にするために頸動脈鞘２１０の周りの空間を完璧にクリアにすることができ
る。次いで、絶縁要素２２６は、頸動脈鞘２１０の周りに巻き付けられ、適位置に固定さ
れる。
【００３５】
　例示的な植え込み方法によれば、リード２１８は、本明細書で上記に説明した方法に従
ってＩＪＶ２１４内に植え込むことができる。一実施形態では、絶縁要素２２６は、放射
線不透過性マーカを含むことができるか、または蛍光透視を用いて目に見えるようにする
ために放射線不透過性の材料から作製することができる。放射線不透過性である絶縁要素
２２６は、続いて頸動脈鞘２１０のうちの絶縁要素２２６によって包囲された部分内にリ
ード２１８を植え込む間に、例えば、リード２１８上の電極（図示せず）のための所望の
植え込み位置を位置特定するための蛍光透視下で可視化された目標を提供することによっ
て、医師を助けることができる。
【００３６】
　図７は、患者の迷走神経３１６のうちの頸動脈鞘３１０内に位置する領域を刺激する別
の代替のシステム３０２の部分概略図である。頸動脈３５２、ＩＪＶ３１４、および迷走
神経３１６を含む、頸動脈鞘３１０の構造体の一部が示されている。図示のように、シス
テム３０２は、リード３１８（想像輪郭線で例示する）および絶縁要素３２７を含む。例
示の実施形態では、リード３１８は、ＩＪＶ３１４内に配置される。リード３１８は、予
め形成した領域３１９と、予め形成した領域３１９から離れて配置される複数の電極３５
０を含む。電極３５０は、電気刺激因子を迷走神経３１６に提供するように構成されてい
る。予め形成した領域３１９は、植え込まれるときにＩＪＶ３１４の内面に係合すること
によってリード３１８を定着させるのを助けるように構成されている。例示の実施形態で
は予め形成した領域３１９が３次元のらせんの形態をとるが、他の実施形態では、リード
３１８の予め形成した領域３１９は、２次元の形状または３次元の他の形状を含む、様々
な予め形成した形状を含むことができる。
【００３７】
　図７にさらに示すように、絶縁要素３２７は、長手方向の２つの部分３２７Ａおよび３
２７Ｂを有する。部分３２７Ａは、頸動脈鞘３１０のうちのリード３１８の電極３５０が
配置された部分を包囲するように植え込まれるように構成されている。さらに、絶縁要素
３２７の第２の部分３２７Ｂは、図７に例示するように、ＩＪＶ３１４そのものに巻き付
けられるように構成されている。さらに図示するように、第１の部分３２７Ａと第２の部
分３２７Ｂとは互いに異なる直径を有し、第２の部分３２７Ｂは第１の部分３２７Ａより
も直径が小さい。さらに、様々な実施形態において、図７に示すように、第２の部分３２
７Ｂは、ＩＪＶ３１４の自然の直径よりも直径の小さい縮径部分を含むようにテーパ状の
プロフィルを含むこともできる。こうした縮径部分は、リード３１８のらせん形の予め形
成した領域３１９の自由径よりも小さい寸法までＩＪＶ３１４の直径を局部的に縮小する
ように働き、その領域３１９は例示の実施形態では植え込まれたときに部分３２７Ｂの縮
径部分の上方に位置決めされている。こうした構成では、リード３１８の予め形成した領
域３１９と、部分３２７Ｂの縮径部分内のＩＪＶ３１４との相互作用が、ＩＪＶ３１４内
のリード３１８の動き（例えば、後退する動き）を制限するかまたは妨げるように働く。
【００３８】
　リード３１８および絶縁要素３２７を、本明細書に上記で説明した方法を用いて植え込
むことができる。例えば、上記で説明した既知の経血管のリード送達技法を用いてリード
３１８を送達することができる。他の実施形態と同様に、絶縁要素３２７は、リード３１
８を送達する前に絶縁要素３２７を位置決めするときに、蛍光透視下で絶縁シース３２７
を視覚化することにより、所望の植え込み位置にリード３１８を容易に位置決めできるよ
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うに、放射線不透過性の材料から作製するかまたはその材料を含むことができる。
【００３９】
　様々な実施形態において、絶縁要素部分３２７Ａは、絶縁要素２２６に関して他の箇所
で論じたように、頸動脈鞘３１０の周りに位置決めし固定することができる。部分３２７
Ａが位置決めされると、絶縁要素の部分３２７Ｂを頸動脈鞘３１０の筋膜の組織間または
層間に植え込み、ＩＪＶ３１４の周りに配置することができる。例えば、所望の場合は、
トロカールを用いて、絶縁要素の部分３２７Ｂを植え込むために繊維または組織を切り離
すことができる。
【００４０】
　別の代替の実施形態では、絶縁要素の部分３２７Ａが省かれ、ＩＪＶ３１４の周りに配
設されるように構成された部分３２７Ｂだけが利用される。
　例１は、内頸静脈内の位置から迷走神経の目標領域を刺激するためのシステムである。
このシステムは、医療用リードと絶縁要素とを備える。医療用リードは、基端から先端に
延在するリード本体と、前記基端から前記先端に向かう方向に前記リード本体内を延在す
る導体と、前記リード本体上に配置されており前記導体に動作可能に接続される１つ以上
の電極と、を備える。前記電極は、前記内頸静脈内の前記位置から迷走神経の目標領域に
電気刺激因子を経血管的に送達するように構成されている。絶縁要素は、電気絶縁性材料
からなる可撓性シートから形成された絶縁シースを備え、前記絶縁シースは、前記内頸静
脈内に植え込まれ前記リードの周りに配設され、前記迷走神経に近接する神経構造を刺激
から絶縁するように構成されている。前記絶縁シースは、前記リードと前記迷走神経の前
記目標領域との間に配置されるように構成された少なくとも１つの窓を含み、前記窓を通
して、前記電気刺激因子を前記迷走神経の前記目標領域に送達できる。
【００４１】
　例２では、前記絶縁要素は、折り畳んだ送達構成から展開した構成に拡張するように構
成されたステント様の定着部材を備え、展開した構成では、前記ステント様の定着部材は
前記絶縁シースを前記内頸静脈の内壁に固定するように構成されている、例１に記載のシ
ステム。
【００４２】
　例３では、前記ステント様の定着部材はバルーン拡張型である、例２に記載のシステム
。
　例４では、前記ステント様の定着部材は自己拡張型である、例２又は３に記載のシステ
ム。
【００４３】
　例５では、前記絶縁シースは前記ステント様の定着部材の周りに径方向に配設される、
例２～例４のいずれかに記載のシステム。
　例６では、前記ステント様の定着部材は前記絶縁シースの周りに径方向に配設され、前
記絶縁シースは前記ステント様の定着部材に取り付けられる、例２～例４のいずれかに記
載のシステム。
【００４４】
　例７では、前記窓は複数の穿孔からなる、例１～例６のいずれかに記載のシステム。
　例８では、前記窓は電気を通す材料を含む、例１～例７のいずれかに記載のシステム。
　例９は、頸動脈鞘の内頸静脈内の位置から迷走神経の目標領域を刺激するためのシステ
ムである。このシステムは、医療用リードと絶縁要素とを備える。医療用リードは、基端
から先端に延在するリード本体と、前記基端から前記先端に向かう方向に前記リード本体
内を延在する導体と、前記リード本体上に配置されており前記導体に動作可能に接続され
る１つ以上の電極と、を備える。前記電極は、前記内頸静脈内の前記位置から迷走神経の
目標領域に電気刺激因子を経血管的に送達するように構成されている。絶縁要素は、電気
絶縁性材料からなる可撓性シートから形成された絶縁シースを備え、前記絶縁シースは、
植え込まれているときは前記頸動脈鞘の少なくとも一部を包囲するようにほぼ管形状をと
るように構成され、前記電気刺激因子が前記リードの電極によって前記迷走神経の前記目
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標領域に送達されるときに前記迷走神経に近接する神経構造を刺激から絶縁するために、
前記リードの電極が植え込まれるときにその中に位置決めされる前記頸動脈鞘の前記一部
を包囲するように構成される。
【００４５】
　例１０では、前記リード本体は、前記内頸静脈内の所望の部位に前記リード本体を固定
し安定させるよう前記内頸静脈の内壁に係合するように構成された予め形成した領域を備
える、例９に記載のシステム。
【００４６】
　例１１では、前記絶縁シースは第１の部分および第２の部分を備え、前記第１の部分は
前記頸動脈鞘を包囲するように構成され、前記第２の部分は、前記内頸静脈の局部的な領
域を径方向に圧縮するために、前記内頸静脈を包囲し前記内頸静脈の外面に接触するよう
に構成されている、例９又は例１０に記載のシステム。
【００４７】
　例１２では、前記リード本体は、前記内頸静脈内の所望の部位に前記リードを固定し安
定させるように前記内頸静脈の前記局部的な領域の内壁に係合するように構成された予め
形成した領域を備える、例９～例１１のいずれかに記載のシステム。
【００４８】
　例１３は、内頸静脈内の位置から迷走神経の目標領域を刺激するための方法である。こ
の方法は、前記迷走神経の前記目標領域に近接する位置に、少なくとも部分的に放射線不
透過性である絶縁要素を留置する工程を備える。次いで、この方法は、前記絶縁要素を留
置した後に、少なくとも１つの電極を含む医療用リードの所望の植え込み部位を判定する
ために前記留置した絶縁要素を蛍光透視下で視覚化しながら、前記医療用リードを前記内
頸静脈内で前進させる工程を備える。この方法は、さらに前記少なくとも１つの電極が前
記絶縁要素によって包囲されるように、前記内頸静脈内に位置決めされた前記少なくとも
１つの電極を有する前記医療用リードを位置決めする工程と、前記少なくとも１つの電極
を介して前記迷走神経に電気刺激因子を供給するように前記医療用リードをパルス発生器
に動作可能に接続する工程と、を備える。前記絶縁要素は、前記迷走神経に近接する神経
を前記電気刺激因子への曝露から電気的に絶縁するように動作する。
【００４９】
　例１４では、前記絶縁要素を留置する前記工程は、折り畳んだ構成の前記絶縁要素をデ
リバリ・カテーテル内で、前記迷走神経の前記目標領域に近接する前記内頸静脈内の位置
まで前進させる工程と、前記絶縁要素を前記デリバリ・カテーテルから解放し、それによ
り、前記絶縁要素が、前記絶縁要素が前記内頸静脈の内壁に対して固定された展開した構
成をとるようにするかまたはそれを可能にする工程と、を備える。
【００５０】
　例１５では、前記絶縁要素を留置する前記工程は、前記絶縁要素上の電気を通す窓を前
記迷走神経に向ける工程をさらに備え、前記医療用リードを位置決めする前記工程が、前
記窓を通して前記迷走神経に向けて前記電気刺激因子を向けられるように、前記少なくと
も１つの電極を位置決めする工程を含む、例１３又は例１４に記載の方法。
【００５１】
　例１６では、前記絶縁要素は絶縁シースおよびステント様の定着部材を含み、前記ステ
ント様の定着部材が、前記内頸静脈の前記内壁に対して前記絶縁要素を固定するために、
送達のための前記折り畳んだ構成から前記展開した構成に移行するように構成されている
、例１３～例１５のいずれかに記載の方法。
【００５２】
　例１７では、前記医療用リードの前記電極が前記迷走神経の前記目標領域に隣接するよ
うに前記リードを前記絶縁要素に固定する工程をさらに含む、例１３～例１６のいずれか
に記載の方法。
【００５３】
　例１８では、前記絶縁要素を留置する前記工程は、前記迷走神経の前記目標領域がその
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中に位置する位置において前記頸動脈鞘の周りに前記絶縁要素の少なくとも一部を位置決
めする工程を含む、例１３に記載の方法。
【００５４】
　例１９では、前記絶縁要素は第１の部分および第２の部分を含み、前記絶縁要素を留置
する前記工程は、前記迷走神経の前記目標領域がその中に位置する位置において前記頸動
脈鞘の周りに第１の部分を位置決めする工程と、前記第２の部分を前記頸動脈鞘内の前記
内頸静脈の外面の周りに位置決めする工程とを含む、例１３～例１８のいずれかに記載の
方法。
【００５５】
　例２０では、前記絶縁要素の前記第２の部分は、前記内頸静脈の領域を径方向に圧縮す
るような形状を有し、前記リードの本体が、前記内頸静脈内の前記圧縮された領域の直径
よりも大きい自由寸法を画定する予め形成した領域を含み、前記医療用リードを位置決め
する前記工程は、前記内頸静脈内の前記医療用リードの長手方向の動きを妨げるために、
前記内頸静脈の前記圧縮された領域に接触するように前記予め形成した領域を位置決めす
る工程を含む、例１９に記載の方法。
【００５６】
　論じた例示的な実施形態に、本発明の範囲から逸脱することなく様々な改変および追加
を行うことができる。例えば、上記で説明した実施形態は特定の特性に関連しているが、
本発明の範囲には、様々な特性の組み合わせを有する実施形態および説明した特性の全て
を含まない実施形態も含まれる。したがって、本発明の範囲は、特許請求の範囲内に含ま
れるこうした代替例、改変例、および変形例の全てを、それらの等価物全てと共に包含す
るものである。

【図１】 【図２】
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