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(57)【要約】
１つの実施形態は、複数の患者の分析に由来する組織活
性化体積（ＶＴＡ）データ構造を格納することを含む、
コンピュータにより実行される方法を提供する。所与の
患者について、患者の状態の判定を表している患者デー
タが受信される。ＶＴＡデータ構造は、その所与の患者
について所望の治療効果を達成するための標的ＶＴＡを
決定するために、該患者データに関連して評価される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータにより実行される方法であって、
　複数の患者の分析に由来する組織活性化体積（ＶＴＡ）データ構造をメモリに格納する
ステップと、
　所与の患者について、患者の状態の判定を表している患者データを受信するステップと
、
　所与の患者について所望の治療効果を達成するための標的ＶＴＡを決定するために、該
患者データに関連してＶＴＡデータ構造を評価するステップと
を備える方法。
【請求項２】
　標的ＶＴＡは、患者についての三次元座標系において規定される境界を有する、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　標的ＶＴＡにほぼ適合する設計ＶＴＡを提供することが可能な構造パラメータおよび刺
激パラメータのうち少なくとも一方を決定するステップをさらに備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　構造パラメータは電極設計パラメータのデータを含んでなり、刺激パラメータは電気刺
激パラメータのデータを含んでなる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　電極設計パラメータのデータに従って電極設計を選択するステップをさらに備える、請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　移植された電極構造物にそれぞれの電気刺激データを適用することにより所与の患者に
ついての標的ＶＴＡをほぼ達成する組織の刺激がもたらされるように、選択された電極設
計についての電気刺激パラメータのデータに従って移植式パルス発生器をプログラムする
ステップをさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　所望の治療効果を達成するための標的ＶＴＡに最も良く適合する設計ＶＴＡを決定する
ために構造パラメータおよび刺激パラメータのうち少なくとも一方を調整することによっ
て複数のＶＴＡを検索するステップをさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　設計ＶＴＡ候補としての複数のＶＴＡそれぞれについて、各々の設計ＶＴＡ候補と標的
ＶＴＡとの間で重複する量を特徴解析するスコアを提供するためにスコア化を行うステッ
プをさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　標的ＶＴＡは患者についての三次元座標系において規定される境界を有することを特徴
とし、スコア化、該方法は、標的ＶＴＡの該境界の外側に及ぶ設計組織活性化体積の広が
りに従ってスコア化にペナルティを適用するステップをさらに備える、請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
　スコアは、
　　スコア＝（ＶＴＡ標的内／ＶＴＡ標的）＊（１－ＶＴＡ標的外／Ｘ体積）
　　（上記式中：ＶＴＡ標的内は、標的ＶＴＡの内部に存在する設計ＶＴＡの部分に相当
し、
　　ＶＴＡ標的外は、標的ＶＴＡの外側に存在するＶＴＡの部分に相当し、
　　Ｘ体積は、標的ＶＴＡの外側へ広がった刺激に対するペナルティを規定する）
に従って決定されることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　ＶＴＡデータ構造は複数の統計アトラス脳をさらに含んでなり、複数の統計アトラス脳
は各々が複数の患者について得られた複数のＶＴＡについて治療効果を統計学的に特徴解
析するデータを含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ＶＴＡデータ構造内のデータは、複数のＶＴＡそれぞれに関連する刺激パラメータをさ
らに含んでなる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ＶＴＡデータ構造内のデータは、複数のＶＴＡそれぞれに関連する少なくとも１つの臨
床スコアをさらに含んでなる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　各々の統計アトラス脳は、複数のＶＴＡそれぞれについて刺激の提供に伴う所望の治療
効果の可能性を同定するデータの統計学的表示をさらに含んでなる、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１５】
　各々の統計アトラス脳は、各ＶＴＡそれぞれについて刺激の提供に伴う負または望まし
くない治療効果に相当する統計学的情報をさらに含んでなる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　所与の患者の対応する解剖学的領域に当てはめるために設計ＶＴＡを変形するステップ
と、設計ＶＴＡに対応する患者特異的データを提供するために、変形された設計ＶＴＡを
表示するデータを格納するステップとをさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１人の追加の患者についての臨床データの獲得に応じてＶＴＡデータ構造を
更新するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　所与の患者について所望の治療効果を達成するために組織活性化体積を決定するための
システムであって、
　メモリに格納された組織活性化体積（ＶＴＡ）データ構造であって、複数の患者につい
て得られた解剖学的および電気的な解析データに由来する、ＶＴＡデータ構造と、
　メモリに格納された患者データであって、所与の患者についての患者の状態の判定を表
している、患者データと、
　プロセッサであって、
　　所与の患者について所望の治療効果を達成するための標的ＶＴＡを決定するために、
患者データに関してＶＴＡデータ構造を評価する命令、ならびに
　　所与の患者について標的ＶＴＡにほぼ適合する設計ＶＴＡを提供することが可能な構
造パラメータおよび刺激パラメータのうち少なくとも一方を決定する命令
を実行するようにプログラムされたプロセッサと
を含んでなるシステム。
【請求項１９】
　システムを刺激デバイスに通信で連結するように構成されたインタフェースをさらに含
んでなることと、プロセッサは、所与の患者について所望の治療効果を達成するために刺
激パラメータに従って刺激デバイスをプログラムするようにプログラムされていることと
を特徴とする、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　プロセッサは、所望の治療効果を達成するための標的ＶＴＡに最も良く適合する設計Ｖ
ＴＡを決定するために構造パラメータおよび刺激パラメータのうち少なくとも一方を調整
することによって、ＶＴＡデータ構造内の複数のＶＴＡを検索するようにプログラムされ
た最適化アルゴリズムを使用するようにプログラムされている、請求項１８に記載のシス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は概して、患者の脳内の刺激のための標的体積を決定するためのシステムおよび
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　神経系の電気刺激は様々な疾患の治療的処置を提供してきた。例えば、電気刺激は、脊
髄の刺激を実施することなどにより、疼痛管理に適用されてきた。電気刺激は、移植蝸牛
刺激装置に関しては聴力を増強するために行なわれてきた。深部脳刺激（ＤＢＳ）は、例
えばパーキンソン病およびジストニアを含む様々な病態を治療するための確立された療法
にもなってきた。ＤＢＳはさらに、他のいくつかの病態、例えば数例を挙げれば臨床的鬱
病、強迫神経症、およびてんかんなどを治療するためにも用いられてきた。
【０００３】
　さらなる例を挙げれば、高周波ＤＢＳが外科的な破壊処置によって達成されるのと類似
の臨床的有益性をもたらすという発見は、運動障害の治療のための機能的脳神経外科手術
の使用を変質させた。先進国では、難治性振せんに対する視床ＤＢＳが視床の切除的破壊
に取ってかわり、また視床下核または淡蒼球内節（ＧＰｉ）のＤＢＳは、パーキンソン病
の基本的な運動上の特徴（例えば振せん、硬直、運動緩慢）の治療における淡蒼球切除術
に取ってかわった。ＧＰｉのＤＢＳはさらにジストニアの有効な治療法としても知られる
ようになり、ＤＢＳの有用性はてんかん、強迫神経症、トゥレット症候群、および大うつ
病の治療について検討されている。
【０００４】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２００８年１２月４日に出願された「SYSTEM AND METHOD TO DEFINE TARGET V
OLUME FOR STIMULATION IN BRAIN」という表題の米国仮特許出願第６１／１２０，００６
号の利益を主張する。本願はさらに、２００６年１１月２８日に出願された「SYSTEM AND
 METHOD TO DESIGN STRUCTURE FOR DELIVERING ELECTRICAL ENERGY TO TISSUE」という表
題の米国特許出願第１１／６０６，２６０号にも関連し、前記出願は、２００４年７月７
日に出願された「BRAIN STIMULATION MODELS, SYSTEMS, AND METHODS」という表題の米国
特許出願第１０／８８５，９８２号すなわち現在の米国特許第７，３４６，３８２号の一
部継続出願であり、また２００５年１１月２８日に出願された「ROLE OF ELECTRODE DESI
GN ON THE VOLUME OF TISSUE ACTIVATED DURING DEEP BRAIN STIMULATION」という表題の
米国仮特許出願第６０／７４０，０３１号の利益を主張する。上記に特定された各出願の
全内容は参照により本願に組み込まれる。
【０００５】
　（政府資金援助）
　本発明は、交付番号第ＮＩＨ　Ｒ０１　ＮＳ‐０５９７３６号および同第ＮＩＨ　Ｆ３
２　ＮＳ‐５２０４２号の下に米国政府の支援を得て行われた。米国政府は本発明に一定
の権利を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　神経刺激の臨床的成功が立証されたにもかかわらず、ニューロンレベルでの神経刺激の
機構および効果は依然として予測が難しい。その結果、モデル化およびシミュレーション
は、神経刺激の技術的設計および科学的分析においてますます重要な役割を果たしてきた
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は概して、患者の脳内における刺激のための標的体積を決定するためのシステム
および方法に関する。
　１つの実施形態は、複数の患者の分析に由来する組織活性化体積（volume of tissue a
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ctivation；ＶＴＡ）データ構造を（例えばメモリに）格納することを含む、コンピュー
タにより実行される方法を提供する。所与の患者について患者データが受信され、該患者
データは患者の状態の判定を表している。ＶＴＡデータ構造は、その所与の患者について
所望の治療効果を達成するための標的ＶＴＡを決定するために、該患者データに関連して
評価される。例えば、ＶＴＡデータ構造は、患者集団について得られた解剖学的および電
気的データから構築される統計アトラス脳として具体化されうる。このように、標的活性
化体積は、患者について所望の治療結果を達成するために刺激することができる統計学的
に最適化された組織体積に相当しうる。
【０００８】
　別の実施形態は、所与の患者について所望の治療効果を達成するために組織活性化体積
を決定するためのシステムを提供する。該システムは、メモリに格納された組織活性化体
積（ＶＴＡ）データ構造を備えている。ＶＴＡデータ構造（例えば統計アトラス脳）は、
複数の患者について得られた解剖学的および電気的な解析データに由来する。患者データ
もメモリに格納される。該患者データは所与の患者についての患者の状態の判定を表して
いる。プロセッサは、所与の患者について所望の治療効果を達成するための標的ＶＴＡを
決定するために、患者データに関してＶＴＡデータ構造を評価する命令を実行するように
プログラムされる。該プロセッサは、所与の患者について、標的ＶＴＡにほぼ適合する設
計ＶＴＡを提供することが可能な構造パラメータおよび刺激パラメータのうち少なくとも
一方を決定するようにもプログラムされる。
【０００９】
　方法はさらに、所望の治療効果を達成する標的ＶＴＡについて患者の脳を刺激するため
に実行される。さらなる例を挙げれば、該方法は、電極構造物の移植のために標的となる
地点および軌道が規定される術前期を含むものとして実行されてもよい。標的となる地点
および軌道は、一連の患者データに基づくなど、患者について決定された標的ＶＴＡに基
づいて決定することができる。電極が予め決められた位置に移植された後、標的ＶＴＡに
ほぼ適合する組織活性化体積を提供する刺激パラメータを計算するために、最適化プロセ
スが実施されてもよい。標的ＶＴＡを達成する刺激パラメータは、例えば、電極構造物の
電気的性質、移植された電極構造物の（例えば患者の定位座標系における）位置、患者の
画像データおよび決定された標的ＶＴＡに基づいて計算することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】患者のための標的とする組織活性化体積を同定するために利用可能なシステムの
例を示す図。
【図２】本発明の態様に従って組織活性化体積を決定するために使用可能な一例の手法の
機能ブロック図。
【図３】神経の刺激を予測するために適用可能な閾値をプロットしているグラフ。
【図４】神経の刺激を予測するために使用可能な２階差分に基づいた手法のプロットを示
すグラフ。
【図５】等方性の組織媒体について確認することができる組織活性化体積の例を示す図。
【図６】異方性かつ不均質な組織媒体について確認することができる組織活性化体積の例
を示す図。
【図７】本発明の態様に従って実行可能な設計システムの例を示す図。
【図８】本発明の態様に従って電極を設計するために使用可能な標的ＶＴＡの一例の画像
。
【図９】図１０の画像上に重ね合わされた第１の設計ＶＴＡの例を示す図。
【図１０】図１０の画像上に重ね合わされた第２の設計ＶＴＡの例を示す図。
【図１１】図１０の画像上に重ね合わされた第３の設計ＶＴＡの例を示す図。
【図１２】視床における例示の標的ＶＴＡを表している画像。
【図１３】第１の電極設計について図１２の標的ＶＴＡの上に重ねられた例示の設計ＶＴ
Ａを表している画像。
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【図１４】第２の電極設計について図１２の標的ＶＴＡの上に重ねられた例示の設計ＶＴ
Ａを表している画像。
【図１５】様々な刺激パラメータに関する患者の臨床評価から得られたデータのグラフ。
【図１６】本発明の態様によるＶＴＡデータ構造の構築に利用可能な患者特異的な刺激モ
デルを示す図。
【図１７】本発明の態様に従ってＶＴＡデータ構造を構築するために利用することができ
るような、複数のＶＴＡに関する所与の患者の臨床的転帰の例を示す図。
【図１８】様々な症状についての複数のＶＴＡに関する臨床的転帰の例を示す図。
【図１９】本発明の態様によるＶＴＡデータ構造の構築に利用可能なサンプルデータの例
を示す表。
【図２０】本発明の態様による方法およびプロセスを実施するために使用可能な例示のコ
ンピュータ環境を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　詳細な説明
　本発明は概して、患者の脳内における刺激のための標的とする組織活性化体積（ＶＴＡ
）を決定するためのシステムおよび方法に関する。
【００１２】
　当然ながら、標的ＶＴＡの決定またはその他標的ＶＴＡの利用に使用される本発明の一
部は、方法、データ処理システム、またはコンピュータプログラム製品として具体化され
うる。従って、本発明のこれらの実施形態は、全体がハードウェアの実施形態、全体がソ
フトウェアの実施形態、または、図２０のコンピュータシステムに関して図示かつ説明さ
れるようなソフトウェアとハードウェアとを組み合わせる実施形態のかたちをとることが
できる。さらに、本発明の一部は、コンピュータで利用可能な記憶メディア上にコンピュ
ータ可読プログラムコードを有している、該メディア上のコンピュータプログラム製品で
あってもよい。任意の適切なコンピュータ可読メディア、例えば、限定されるものではな
いが、静的および動的記憶デバイス、ハードディスク、光学的記憶デバイス、フラッシュ
記憶デバイスならびに磁気記憶デバイスを利用可能である。
【００１３】
　本発明のある実施形態は、方法、システム、およびコンピュータプログラム製品のブロ
ック図を参照して本明細書中でも説明されている。当然ながら、図のブロック、および図
中のブロックの組合せは、コンピュータ実行可能命令によって実行されうる。これらのコ
ンピュータ実行可能命令は、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、またはその他のプロ
グラマブルデータ処理装置（またはデバイスと回路との組合せ）の１つ以上のプロセッサ
に提供されて、該プロセッサを介して実行する命令が１または複数のブロックにおいて指
定された機能を実行するようになっているマシンを作り出してもよい。
【００１４】
　これらのコンピュータ実行可能命令は、コンピュータまたはその他のプログラマブルデ
ータ処理装置を特定の方式で機能させることができるコンピュータ可読メモリにも格納さ
れて、該コンピュータ可読メモリに格納された命令が、１または複数のフローチャート・
ブロックにおいて指定された機能を実行する命令を含んだ製造品をもたらすようになって
いてもよい。コンピュータプログラム命令は、コンピュータで実行されるプロセスを生じ
るためにコンピュータまたはその他のプログラマブルデータ処理装置上で実施される一連
の操作上のステップをもたらすため、該コンピュータまたはその他のプログラマブルデー
タ処理装置に搭載されて、コンピュータまたはその他のプロセッサベースの装置上で実行
する命令が、１または複数のブロックにおいて指定された機能を実行するためのステップ
を提供するようになっていてもよい。
【００１５】
　図１は、標的ＶＴＡを決定するために使用可能なシステム１０の実施例を示している。
システム１０は、本発明の態様によって所与の患者について標的ＶＴＡ１４を決定するた
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めにデータおよびプログラム方法を使用するコンピュータ１２を含むものとして示されて
いる。コンピュータ１２は、ワークステーション、スタンドアロン型コンピュータ、ノー
ト型コンピュータであってもよいし、本明細書に含まれた教示に基づいてプログラムされ
る、マイクロプロセッサをベースとした装置または利用可能なその他の機器の一部として
実装されてもよい。
【００１６】
　コンピュータ１２は、本明細書中に記載の方法を実施するためにプログラムされた命令
を実行するプロセッサ１６を備えている。該命令は付属のメモリ１８に格納されてもよい
。図１の例では、プロセッサ１６はＶＴＡ評価方法２０を実行しているものとして示され
ている。ＶＴＡ評価方法２０は、メモリ１８に格納されて標的ＶＴＡ１４の決定のために
プロセッサ１６にロードされてもよい。
【００１７】
　本明細書中で使用されるように、ＶＴＡは神経系の細胞を含む組織の三次元体積のよう
な、組織の解剖学的領域を表わす。このように標的ＶＴＡは、所与の患者について電気刺
激、化学的刺激、または電気刺激と化学的刺激との組合せによる刺激が与えられた場合に
、その所与の患者について所望の治療効果を達成すると予想される組織の領域に相当する
。治療効果は治療を受けている患者の状態によって様々であってよい。「組織活性化体積
」という語句すなわちＶＴＡおよびその変形語句は、典型的には解剖学的領域の組織活性
化体積を表わしているが、当然ながら、そのような体積は抑制領域の体積すなわち組織不
活性化体積を表わすことも考えられる、というのも、刺激は、所望の治療効果を達成する
ための、活性化電位の生成または既存の活性化電位の抑制または活性化電位の活性化と抑
制との組合せのいずれをもたらすことも考えられるからである。
【００１８】
　ＶＴＡ評価方法２０は、ＶＴＡデータ構造２４の中の情報に関する患者特異的データ２
２の分析に基づいて標的ＶＴＡを計算する。得られる標的ＶＴＡ１４は、同定された解剖
学的領域中の解剖学的体積の確率論的定義に相当しうる。ＶＴＡ評価方法は、ＶＴＡデー
タ構造２４の統計学的に有意なサブセットから標的ＶＴＡ１４を決定することができる。
ＶＴＡデータ構造２４の適切なサブセットは、患者の状態の評価に依存して変化しうるな
ど、患者データ２２によって様々であってよい。
【００１９】
　患者データ２２には、患者の疾病または状態（例えば診断から同定されるもの）の臨床
上の判定に相当する情報を挙げることができる。臨床上の判定は、患者の状態の定性的判
定または定量的判定のうち少なくともいずれか一方から決定可能である。例えば、定性的
判定には、任意の臨床的評定システム、例えば統一パーキンソン病評価尺度（ＵＰＤＲＳ
）またはその他既知の特定の疾患に関する評定システムが挙げられる。他の定性的判定は
、患者によって自覚される生活の質であってもよいし、（患者または他の人によって）知
覚可能な測定基準であってもよい。定量的要素の１つの例には、例えば試験時に患者の身
体に取り付けられた１または複数の加速度計によって計測可能な、振せんの際の身体部分
の加速度が挙げられる。
【００２０】
　患者データ２２に使用される情報の種類は、治療効果の臨床上の判定と併せて得られる
情報の種類と同一または類似であってもよいし、複数の異なる刺激パラメータに関する臨
床上の転帰がＶＴＡデータ構造２４を構築するために利用されてもよい。当然ながら、所
与の患者の状態を判定するために利用可能な情報の種類は、従来の基準に応じて様々であ
ってよく、該基準が患者の状態によってさらに調整されてもよい。
【００２１】
　ＶＴＡデータ構造２４は、単一のプラットフォームに同時登録される３つの基本要素す
なわち：１）解剖学的モデル、２）電界モデル、および３）神経活性化モデル、を含んで
なることができる患者特異的なモデルをさらに利用することができる。臨床的に規定され
た治療的および非治療的刺激パラメータを、それぞれの所与の患者におけるＶＴＡを決定
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するために使用することができる。例えば、複数のＶＴＡそれぞれを共通のアトラス脳プ
ラットフォーム上にマッピングして、部分的に重なり合っているＶＴＡおよび該ＶＴＡと
周囲の神経解剖学的構造との関係の確率論的３Ｄマップを構築することができる。ＶＴＡ
データ構造２４によって定義された確率論的３Ｄマップは、所与の患者に関する臨床上の
判定に相当する入力データ２２に基づいて統計的に最大の臨床的利益を提供すると判定さ
れた組織体積に従って、その所与の患者について所望の治療結果を達成するための標的Ｖ
ＴＡを突き止めるために使用することができる。
【００２２】
　ＶＴＡデータ構造２４は、統計アトラス１～Ｎ（Ｎはアトラスの数を表示する正の整数
）として示される、複数の統計アトラス２６に相当するデータを含むことができる。さら
なる例として、ＶＴＡデータ構造２４は、アトラス２６の階層として組織化されてもよく
、例えば疾病および症状の特異性、ならびに複数のＶＴＡについての刺激に関連した治療
結果に応じて、階層的に配置構成されてもその他の方法で組織化されてもよい。各々のア
トラス２６はさらに、所与のＶＴＡについての刺激の提供に伴う所望の治療効果の可能性
または確率を同定する統計データ表示の形であってもよく、前記所与のＶＴＡは、そのア
トラスを作り出す由来となった個体群における各患者の疾病または症状のうち少なくとも
いずれかによって変化しうる。アトラス２６はさらに、それぞれのＶＴＡについての刺激
の提供に伴う負または望ましくない治療効果について同様の統計情報を提供することもで
きる。負または望ましくない治療効果には、所与のＶＴＡの刺激の際に医師または患者に
よって認められた副作用を挙げることができるが、例えば、適用可能な定性的かつ／また
は定量的な判定に応じて与えられた値であってもよい。
【００２３】
　さらなる例として、複数の異なる刺激パラメータおよび電極配置についてのＶＴＡが、
上記において組み込まれた米国特許第７，３４６，３８２号明細書に表示および説明され
たシステムおよび方法によって決定されてもよい。例えば、電極の解剖学的な位置は、個
体群中の各患者についてのアトラス脳から（例えば、定位座標系内における相対的位置に
基づいて）決定されてもよい。脳内の１または複数の電極の位置および刺激パラメータ（
例えば振幅、周波数、パルス幅）に基づいて、対応するＶＴＡが複数の異なる刺激パラメ
ータそれぞれについて計算されてもよい。加えて、１つ以上の対応するＶＴＡが複数の電
極位置それぞれについて計算されてもよく、そのＶＴＡは刺激パラメータに依存して変化
することになる。個々のそのような刺激の結果が同定されて、電極位置情報および刺激パ
ラメータならびに計算されたＶＴＡデータを伴って、該患者について格納される治療上の
値または値一式（例えばスコア）が割り当てられてもよい。ＶＴＡデータ構造は、代表的
な個体群の複数の患者についてのそれぞれの臨床的判定に基づいて生成されてもよい。
【００２４】
　患者入力データ２２と同様に、刺激パラメータの各セットについて格納される治療結果
には、任意の数の１つ以上の定性的判定、定量的判定または定性的判定と定量的判定との
組合せを挙げることができる。例えば、定性的判定には、任意の臨床上の評定システム、
例えばＵＰＤＲＳまたはその他の既知の特定の疾病用の評定システムを挙げることができ
る。他の定性的判定は、患者によって自覚される生活の質または（患者または他の人によ
って）知覚可能な測定基準であってよい。所与のＶＴＡの刺激中に治療効果を判定するた
めに利用される基準は、患者の状態を判定するため、および患者入力データを提供するた
めに使用されるのと同一の基準であっても異なる基準であってもよい。
【００２５】
　当業者には、所与の一連の刺激パラメータに関連した治療効果を判定するために利用可
能な様々な他の定性的および定量的な測定基準が理解されるであろう。さらに当然ながら
、大多数の刺激パラメータは電気刺激パラメータに関するものとして本明細書中では記載
されているが、刺激パラメータは、例えば特定の解剖学的部位における用量および適用に
従った化学的刺激と関連付けられてもよく、この化学的刺激も対応するＶＴＡを有する。
そのような化学的刺激パラメータおよび治療結果のデータは、従ってＶＴＡデータ構造２
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４において使用することができる。
【００２６】
　異なる刺激パラメータを用いて既知の組織の刺激を繰り返すことによって、対応するデ
ータセットは、複数の異なるＶＴＡについての治療効果（例えば、正の効果または負の効
果のうち少なくともいずれか一方を含む）の表示を提供することができる。そのような情
報は、既知の統計学的方法によって分析されて生じるＶＴＡデータ構造を提供することが
可能な、大標本の患者集団について得ることができる。当然ながら、ＶＴＡデータ構造（
例えば確率論的３Ｄマップ）は、さらなる患者について得られた臨床データに基づいて、
例えばＶＴＡ評価方法２０によって決定された標的ＶＴＡ１４に従って患者を刺激した結
果に基づいて、更新することができる。
【００２７】
　標的ＶＴＡが所与の患者について決定された後、プロセッサは、その標的ＶＴＡを歪曲
または変形させて特定の患者の対応する解剖学的領域に当てはめるように（例えば、該患
者について決定された患者の解剖学的モデルに基づいて）プログラムされ、かつ患者特異
的な標的ＶＴＡデータ１４を提供するために格納されてもよい。例えば、標的ＶＴＡは一
般的なアトラス脳において組織体積を規定するために提供されてもよく、該アトラス脳は
、ＭＲＩ、ＣＴなどのような適切な画像診断法によって所与の患者について得られた対応
する解剖学的データに基づいて、その所与の患者に対してマッピング可能である。
【００２８】
　コンピュータシステム１２はさらに、（所与の患者に予め決められた位置に移植された
時に）組織を刺激するのに使用可能な一組の電極設計および刺激パラメータ３０を決定し
て標的ＶＴＡ１４を達成するようにプログラムされている最適化設計アルゴリズム２８を
含むこともできる。当業者には、所望の治療効果を達成することがわかっている標的ＶＴ
Ａ１４に近似するため構造パラメータまたは電気的パラメータのうち少なくともいずれか
一方を決定するための、設計アルゴリズム２８によって利用可能な様々な最適化方式が理
解されるであろう。
【００２９】
　設計アルゴリズム２８は、術前に実施されても術中に実施されてもよいし、または術前
および術中の両方で実施されてもよい。例えば、該プロセスを術前に実施することにより
、特化された電極設計を選択することが可能であり、該電極設計は一連の市販の構造物か
ら選択されてもよいし、完全に個別仕様の患者特異的な設計が作られてもよい。その後、
移植物が例えば標的ＶＴＡの幾何学的な中心に配置された後、患者データ２２、電極構成
配置、および患者の定位座標系における電極の位置に基づいて標的ＶＴＡを達成する一連
の刺激パラメータを決定するために、最適化が実施されてもよい。
【００３０】
　例を挙げると、最適な刺激パラメータ設定値を規定するために、体積に基づいた最適化
アルゴリズムが標的ＶＴＡに適用されてもよい。このように、臨床的に規定された治療的
刺激パラメータは究極の基準に相当する可能性がある。定性的尺度と同様に定量的尺度も
、所望の治療結果を達成するための適切な最適設定値を決定するためにパラメータとして
利用可能である。具体的な定量的または定性的パラメータは患者の具体的な症状によって
様々であってよい。例えば、既知の臨床的評定尺度は、様々な状態、例えば、限定するも
のではないが運動緩慢、硬直、振せん、および両手機能（bimanual hand function）につ
いて定量的尺度を提供することができる。
【００３１】
　さらなる例として、場合によっては、第１の最適化ルーチンの際に予め規定された刺激
パラメータセットについて構造パラメータを究明することで十分であるかもしれない。刺
激パラメータ３０は第２の最適化ルーチンの際に微調整可能である。別例として、構造パ
ラメータおよび電気的パラメータは、総体として最適化されるパラメータ空間を形成する
こともできる。刺激パラメータと構造パラメータとの間の順位および相互関係はこのよう
に、様々な程度の特異性で、かつそのような分析の際にどのような近似および仮定がなさ
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れるかに応じて、所望の治療効果を達成または近似するために最適化可能である。加えて
、得られるパラメータ３０は、標的移植部位への電極の移植に伴う潜在的な外科手術上の
変動性と同様に患者間の解剖学的な変動性に対応するように決定されうる。電極設計パラ
メータ３０はさらに、電荷注入レベルを最小限に維持しながら刺激の影響を最大限にする
電極接点寸法を提供することが確認されてもよい。
【００３２】
　設計アルゴリズム２８によって計算される設計パラメータ３０には、電極構造（または
形態学的）パラメータ、電極刺激パラメータまたは構造パラメータと刺激パラメータとの
組合せが含まれうる。円筒状の電極接点を有している電極の例については、電極構造パラ
メータには、各々の円筒状電極接点の高さまたは直径のうち少なくともいずれか一方が挙
げられる。電極シャフトに沿って互いに間隔をおいて配置された１つ以上の接点を有する
電極については、構造パラメータには電極対の間の軸方向の間隔も含まれうる。当然なが
ら、電極接点は環状の円筒形状以外の形状を有することも可能である。例えば、電極接点
がほぼＣ字形状の断面を有し、電極構造パラメータが該接点の曲率半径、アーク長、また
は軸方向長のうち少なくともいずれかを含むようなものであってもよい。したがって、ア
ーク長はこのように０度（接点が無いことに相当する）～３６０度（円筒状タイプの接点
に相当する）の範囲であってよい。電極構造パラメータには、電極を形成する接点に関す
るその他の幾何学的な特徴（例えば、形状、輪郭、不連続性など）および相互関係を含ま
れうる。
【００３３】
　システム１０は、設計アルゴリズムによって実施された結果および計算を表すために利
用可能なディスプレイ３２も備えることができる。例えば、ディスプレイ３２は、電極設
計の決定に関連した、図的表示、テキスト形式の表示または図的情報とテキスト形式情報
との組合せをデモンストレーションすることができる。一例として、図的インタフェース
は、標的ＶＴＡに関する１つ以上の所与の設計についての予想されるＶＴＡを重ねるため
にディスプレイ３２にデータを供給することができる。そのような表示は、所与の状況に
ついて電極を構築するためにどの設計パラメータを利用すべきかを決める助けとなりうる
、予想される性能の視覚的デモンストレーションを提供する。
【００３４】
　システム１０はさらに、１つ以上の他の入力デバイスまたは出力デバイス３４も備える
ことができる。そのようなデバイス３４は、ユーザが方法２０および２８を制御すること
ができると同様にデータを入力することができるインタフェースを提供することができる
。例えば、ユーザは、電極設計手順を開始または変更する命令のようなデータを入力する
ために入出力デバイス３４を使用することができる。別例として、入出力デバイス３４は
、例えばメモリ１８の中の別の場所から、別の格納場所から、ＶＴＡデータ２２を獲得す
るために、またはコンピュータ１２もしくは別のマシンで作動している別のプロセスから
ＶＴＡデータを獲得するために、使用されてもよい。ユーザはさらに、パラメータ３０の
範囲を設定するために、または患者データ２２、そのようなパラメータの精度、を入力す
るために、さらには該処理手順において使用されている他のパラメータをプログラムする
ために、入出力デバイス３４を使用することも可能である。入出力デバイス３４は、磁気
共鳴撮像（ＭＲＩ）システム、コンピュータトモグラフィー（ＣＴ）システムまたはその
他の画像診断法のような関連する撮像デバイスからのデータ（例えば撮像データ）とイン
タフェースして該データの獲得を可能にするために利用することもできる。
【００３５】
　加えて、システム１０は、所与の患者について所望の治療効果を達成すると判定された
設計パラメータ３０に基づいて移植式パルス発生器（ＩＰＧ）またはその他の刺激デバイ
ス３６を（例えば該システムを刺激デバイスと通信で連結するインタフェースを介して）
プログラムするために利用可能である。例えば、刺激デバイス３６へ向けてプログラムさ
れている刺激パラメータは、所与の患者について選択済みの電極構成配置に応じて様々で
あってよい。当業者には、設計パラメータ３０に従ってＩＰＧをプログラムするために利
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用可能な、様々な種類の有線接続および無線接続（例えば、有線または無線）ならびに通
信プロトコルが認識されよう。
【００３６】
　図２は、所望の治療効果を達成するための標的ＶＴＡ１０２を決定するために使用可能
なシステム１００のブロック図の例を示している。例えば、標的ＶＴＡ１０２は、標的Ｖ
ＴＡの内部または付近に位置する１つ以上の電極接点による電気刺激に応答して伝播する
活動電位を生成（かつ／または抑制）することなどにより所望の治療効果を達成すると予
想される刺激のための解剖学的領域を規定する。標的ＶＴＡには化学的刺激も関与するこ
とができる。本明細書中に記載されるように、標的ＶＴＡ１０２は、所与の患者について
所望の治療効果を達成する電極設計のための、１つ以上の電極の幾何学的パラメータ（例
えば高さ、直径、接点の間隔、形状）および刺激パラメータ（電圧または電流、周波数、
パルス幅、および波形形状）を計算するために利用可能である。設計プロセスの一部とし
て、システム１００はさらに、標的ＶＴＡ１０２を達成するための該当する設計および刺
激パラメータに従ってＶＴＡ１０４を計算することもできる。システム１００は、図２に
示されかつ同図に関して記載された方法および機能を実施するようにプログラムされたコ
ンピュータまたはワークステーション上で実行されてもよい。
【００３７】
　システム１００は、解剖学的モデル１０８および電気的モデル１１０にそれぞれ基づい
て空間的かつ時間的な電圧解１１２を決定するようにプログラムかつ／または構成されて
いる有限要素モデル（ＦＥＭ）ソルバ１０６を備えている。空間的かつ時間的な電圧解１
１２は、刺激パラメータ１１４によって変化することもできる。例えば、ＦＥＭソルバ１
０６は、モデル１０８および１１０に基づいて、それぞれの（またはサブセットの）利用
可能な刺激パラメータ１１４について空間的かつ時間的な電圧解１１２を決定することが
できる。
【００３８】
　解剖学的モデル１０８は、システム１００で使用するためにモデル化されている解剖学
的領域の構造上の特徴とともに電極の位置を規定する。解剖学的モデル１０８は、解剖学
的領域および周囲の解剖学的構造物の中の電極の位置を規定するために利用可能な、適切
な画像診断法（例えばＭＲＩまたはＣＴ撮像）を使用して生成可能である。例えば、予備
的な初期の接点の位置は神経核の解剖学的中心にあってよい。
解剖学的モデル１０８は、解剖学的領域において生成される電界を特徴解析する電気的モ
デル１１０に連結される。電気的モデル１１０は、例えば、対象とする解剖学的領域の組
織導電率を特徴解析することができる。一例として、電気的モデル１１０は該領域の組織
導電率を等方性かつ均質なものとして表示することができる。別の例として、電気的モデ
ル１１０は組織導電率を異方性かつ不均質なものとして特徴解析することができる。具体
的な特徴解析は、所望の精度、ならびに解剖学的および電気的モデルによって表わされて
いる組織の具体的な種類によって、様々であってよい。電気的モデル１１０は、組織の電
極インタフェースの電気的性質ならびに電極インピーダンスおよび電極容量を特徴解析す
ることもできる。電気的モデル１１０はさらに、例えば電極容量に起因するような、電極
組織インタフェースにおける時間依存的特性を（例えばフーリエのＦＥＭにより）反映す
ることができる。
【００３９】
　例を挙げると、多くの電極（例えばＤＢＳのために使用されるようなもの）は三次元構
造物であり、中枢神経系の組織導電率は不均質（位置に依存）かつ異方性（方向に依存）
である。電極を囲んでいる組織不均質性および異方性は、電界の形状およびその後の神経
の対刺激応答を変化させる可能性がある。そのような組織媒体の異方性および不均質性は
、組織の３Ｄ導電率を組み入れているＦＥＭソルバ１０６および電気的モデル１１０によ
って説明可能である。一例として、拡散テンソル画像（ＤＴＩ）を使用して、１または複
数の電極を囲んでいる組織媒体の電気伝導率テンソルを推定することができる。
【００４０】
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　例えば、拡散テンソル画像（ＤＴＩ）を使用して、空間のあらゆる方向に対応して拡散
係数を得ることができるマトリックス量に換算してボクセル単位で組織中の水の拡散挙動
を特徴解析することができる。組織媒体の電気伝導率テンソル（σ）は、該組織媒体につ
いて決定された対応する拡散テンソル（Ｄ）から得ることができる。組織中の電気伝導と
水の拡散との間に仮定された関係は、構造化された媒体中においてこの２つのプロセスは
組織の幾何学的形状がもたらす境界条件に対する相互尊重によって関連づけられる、とい
う観察を動機としている。明らかになったのは、電気伝導率テンソルσの値は、マトリッ
クスＤの線形変換すなわち：
　　σ＝（σｅ／ｄｅ）Ｄ　　　　　　　　　　方程式１
（上記式中、σｅは有効細胞外導電率、ｄｅは有効細胞外拡散率である）
を使用して各ボクセル（例えばＤＴＩデータからのもの）について得ることができる、と
いうことである。対応するＤＴＩ法から得られた拡散テンソルは、上記に議論されるよう
に導電率テンソルに変形可能であり、また電気的モデル１１０およびＦＥＭソルバ１０６
へ組み込まれうる。
【００４１】
　このようにＦＥＭソルバ１０６は、刺激パラメータ１１４による組織内電気刺激に応答
して組織媒体中で生成される空間的かつ時間的な電圧分布（例えば電位分布（Ｖｅ））１
１２について値を求めることができる。電位分布の単位は単一のボクセルに対応可能であ
り、単一ボクセルはピクセルを表しても複数形のセットを表してもよい。例えば、ＦＥＭ
ソルバ１０６は組織の解剖学的領域における電位分布１１２を決定することが可能であり
、該電位分布１１２はＦＥＭソルバ１０６が用いる組織モデルによって変化しうる。この
ように電位分布１１２は、予め規定された電極接点の幾何学的形状および刺激パラメータ
に関して各ボクセルについての電界を表わすことができる。一例として、ＦＥＭソルバ１
０６は、電圧で制御される刺激下での電極‐組織インタフェースの静電容量を説明するフ
ーリエＦＥＭソルバとして実装されてもよい。このようにＦＥＭソルバは、ＤＴＩに基づ
いた組織導電率および電極‐組織インタフェースの無効分を単一の連立方程式に組み入れ
ることができる。
【００４２】
　１つ以上の閾値１１６が電位分布１１２に適用されて、電位分布の所与の単位（例えば
ボクセル）それぞれについて活性化電位が達成されたかどうかを確認する（または予測す
る）ことができる。閾値１１６が予め規定されて電位分布１１２に適用されて、相当する
活性化電位が各ボクセルについて達成されたかどうかに従って該当するＶＴＡ１０４を決
定することができる。ＶＴＡ１０４は、刺激パラメータ１１４の規定のセットについて計
算されて、対応する検索空間を規定するために複数のＶＴＡ１０４が決定されるようにな
っていてもよい。システム１００は刺激パラメータの各セットについてＶＴＡ１０４（お
よび適切な中間値）を再計算することが可能であり、この手順は接続１１８によって概略
的に表されている。すなわち、対応するＶＴＡ１０４の検索空間は、一連の刺激パラメー
タ１１４に関して決定されてもよい。その結果得られるＶＴＡ１０４の検索空間が最適化
方法１２０によって分析されて、標的ＶＴＡ１０２を達成するための設計パラメータと刺
激パラメータとのセットを突き止めることができる。
【００４３】
　閾値１１６は、相当する活性化電位に達したかどうかを確認する神経刺激予測値の使用
により実装されてもよい。一例として、フーリエＦＥＭ型ＤＢＳ電極モデルが解剖学的領
域についての軸索モデルまたはニューロンモデル（例えばフィールド‐ニューロンモデル
）に連結されて、活性化電位が各ボクセルについて存在するかどうかが決定されてもよい
。適切な閾値１１６は、総合ＦＥＭ分析において活性化電位を引き起こすのに十分な軸索
モデルまたはニューロンモデルについて規定可能である。
【００４４】
　上述のフィールド‐ニューロンシミュレーションの代替手法は、活性化関数に基づいた
技術の使用である。電気刺激に対するニューロン応答を近似するために使用可能な活性化
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関数の一例は、神経プロセスに沿った細胞外電位分布の２階差分であり（∂２Ｖｅ／∂ｘ
２）、前記式中、Ｖｅは所与のボクセルの電位を表わす。この２階差分は、印加された電
界に応答した軸索またはニューロンの分極の量的推計を提供する。このように２階差分を
電位分布に適用して、∂２Ｖｅ／∂ｘ２が所与の刺激パラメータ１１４に関する軸索活性
化の閾値を超えている体積を包含する３Ｄ表面を規定することができる。
【００４５】
　例を挙げると、図３は、神経活性化の予測値として利用することができる∂２Ｖｅ／∂
ｘ２関数の例を備えたグラフを示している。図３の例では、∂２Ｖｅ／∂ｘ２の値は、電
極の中心から計測された電極‐軸索間距離の関数としてプロットされている。絶対閾値（
破線１４２によって示されている）は、神経活性化を予測する際に低レベルの精度を有す
る可能性のある、単純な予測値の１つのタイプである。代替手法は、臨床の生データを近
似する、対応する可変閾値（実線１４４によって示されている）を提供するために、曲線
の当てはめ機能を実施することである。
【００４６】
　さらに別の代替手法は、∂２Ｖｅ／∂ｘ２閾値をパルス幅および電圧の関数として決定
することである。具体的には、∂２Ｖｅ／∂ｘ２閾値が記録され、これらの値は陰極の電
圧（Ｖ）かけるパルス幅（ＰＷ、μｓ）の関数として表現される。この表現は、２つの刺
激パラメータが閾値の予測のための単一の数字に簡略化されるのを可能にする。さらに、
この方法で記録された閾値は、様々な電極設計および刺激パラメータについて有効である
ことが分かった。次いでこれらの値は、ＶＴＡ体積を規定するためにｚ軸のまわりを延び
る２Ｄ空間の輪郭線を作出するために使用することができる。体積計算のために、分析機
能を用いてＶＴＡ輪郭線について記述すると便利である場合が多い。例えば、各々の輪郭
線は楕円すなわち：
　　（ｘ－ｘ０）２／ａ２＋（ｙ－ｙ０）２／ｂ２＝１　　　　　　　　　　方程式２
（上記式中、ｘ０、ｙ０は楕円の中心であり、ａおよびｂはそれぞれ長半径および短半径
である（ｂ＜ａと仮定））
によって記述可能である。長半径および短半径の係数は下記、すなわち：ａ＝Ｘ軸に沿っ
た電極接点からの閾値の距離；ｂ＝２Ｄ閾値輪郭線のｙの最大値、から計算される。この
例示の輪郭線では、電極接点の中心は原点にあるものとして規定可能であり、各楕円の中
心はｘ０＝ａ、ｙ０＝０である。この方法を用いて、様々な電極設計および刺激パラメー
タについて∂２Ｖｅ／∂ｘ２閾値およびＶＴＡ体積の予測が可能となる。
【００４７】
　図４は、上述のようにして実行可能な空間的楕円体に基づいた予測値１４８の例を示し
ている。予測値１４８は様々な電極設計および刺激パラメータに適用可能である。図４の
例では、電圧で制御される刺激についての対応する∂２Ｖｅ／∂ｘ２予測値が、図の右側
にある関連の表示バーによって表わされるようにして塗りつぶされた∂２Ｖｅ／∂ｘ２閾
値輪郭線に重ね合わされる。本明細書中に記載されるように、∂２Ｖｅ／∂ｘ２閾値輪郭
線は統合フィールドニューロンモデルから生成可能である。
【００４８】
　さらなる例を挙げると、図５および６はそれぞれ例示の画像１５０および１５２を示し
ており、同一の活性化関数について異なる組織モデルを適用することにより深部脳刺激に
ついて決定可能な異なるＶＴＡを実証している。一貫性を期して、同様の参照文字は、図
５および６それぞれにおいて同一の構造的かつ解剖学的部分を指す。
【００４９】
　図５では、１５４で示されたＶＴＡは、組織媒体が等方性かつ均質であるものとして表
わされる組織モデルについて決定されている。図６では、画像１５２は、組織媒体を、Ｄ
ＴＩに基づいた組織媒体のような不均質かつ異方性であるものとして表わすモデル（より
複雑で、通常はより正確な組織の表現）について１５６で示されたＶＴＡを実証している
。該手法の比較により、結果として生じる周囲の解剖学的構造物の示差的な活性化が実証
される。



(14) JP 2012-510877 A 2012.5.17

10

20

30

40

50

【００５０】
　図５および６の画像を導くために利用された各々の組織モデルは、電極シャフト１６２
のまわりに組織包み込み層１６０を備えている。電極シャフト１６２は視床１６４を通っ
て伸び、その先端が視床下核（ＳＴＮ）１６６の内部に位置するかまたは視床下核に隣接
して終端となる。複数の電極接点１６８は、シャフト１６２の長さに沿って間隔をおいて
離れた関係に配置される。ＶＴＡ１５４は、ＳＴＮ１６６の内部の接点１６８のうち１つ
の所与のセットの刺激パラメータについて適用された活性化関数によって規定された境界
内の組織体積に相当する。図８では、ＶＴＡ１５６は同様に、ＳＴＮ１６６の内部の単一
の接点における同じ所与のセットの刺激パラメータについて適用された活性化関数によっ
て規定された境界内の組織体積に相当する。この２つの条件の下で生成されたＶＴＡ１５
４（図５）およびＶＴＡ１５６（図６）は、電極インピーダンスについては一致した。
【００５１】
　図２に戻って参照すると、システム１００は、所望の治療効果の達成のためにいずれの
ＶＴＡが標的ＶＴＡ１０２に最も良く適合するかを決定するため、ＶＴＡ１０４を検索す
るように作動するＶＴＡ評価ブロック１２０も備えている。評価ブロック１２０は、検索
空間内の候補ＶＴＡ１０４を評価する、コンピュータで実行される（またはコンピュータ
で支援される）アルゴリズムとして実行可能である。したがって各候補ＶＴＡ１０４は、
該候補ＶＴＡを提供する電極設計パラメータおよび刺激パラメータのセットを有している
。評価ブロックは、例えば、各候補ＶＴＡ１０４に対してスコアを付するスコア化機能１
２２を備えることができる。スコアは、ユーザがＶＴＡ検索空間から標的ＶＴＡ１０２を
最も良く得るための設計パラメータおよび刺激パラメータのセットを選択する助けとなる
ことができる。別例として、評価ブロック１２０は、検索空間内の各ＶＴＡ１０４に提供
されたスコアに（少なくとも部分的に）基づいて、標的ＶＴＡ１０２に適合するＶＴＡを
自動的に選択することができる。ＶＴＡ１０４およびそのスコアは、例えば該当データを
ディスプレイまたはその他の出力デバイス（例えばプリンタ）に提供することによって、
ユーザに表示されてもよい。
【００５２】
　一例として、評価ブロック１２０の評価アルゴリズムは：（ａ）活性化が望まれる１つ
以上の領域；または（ｂ）活性化が回避されるべき１つ以上の領域、を定める１つ以上の
基準を使用することができる。この基準は、所与の患者について標的ＶＴＡが究明された
統計アトラス脳の一部分として提供されうる。例えば、スコア化機能１２２は、各候補Ｖ
ＴＡが標的ＶＴＡ１０２に比べて望ましい領域および望ましくない領域にどの程度に位置
するかというスコアを決定することができる。一例では、スコア化機能１２２は、活性化
が望まれる１つ以上の領域に位置するＶＴＡボクセルの数、および活性化が望まれない１
つ以上の領域に位置するＶＴＡボクセルの数の関数としてスコアを計算する。別の例とし
て、これら２つの数量は、例えばある領域の活性化を回避することが他の領域の活性化を
得ることより重要（またはその逆）である場合など、違ったかたちに重みづけされてもよ
い。さらに別の例では、これら２つの数量は個別のスコアとして使用されてもよい。別例
として、評価ブロック１２０およびスコア化機能１２２は、実証された治療効果に基づい
て実行されて、各ＶＴＡおよびその関連する刺激パラメータに、対応する素点を付するこ
とができる。
【００５３】
　さらなる例を挙げると、パーキンソン病の治療のための標的ＶＴＡを決定するためには
、スコア化機能１２２によって提供される素点は、盲検ＵＰＤＲＳ評価に従って実証され
た改善に対応していてもよい。ＶＴＡは、硬直、運動緩慢、または振せんのうち少なくと
もいずれかのような、１つ以上の改善の１次症状によって指定することも可能である。Ｖ
ＴＡは、あるＶＴＡが臨床的に規定された副作用の種類（例えば筋収縮、錯感覚など）と
同一視された場合は、非治療的であるとして指定することも可能である。症状の軽減およ
び副作用の指定は、重み付けされて、所与のＶＴＡに関連した（例えば臨床試験により）
認識された状態に従ってスコア化基準に適用されてもよい。評価ブロック１２０によって
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利用可能な他のスコア化基準が、パーキンソン病用におよび他の種類の疾患用に存在しう
る。このようにスコア化機能１２２は、適宜重み付けをすることが可能な、ＶＴＡ１０４
に関連した治療効果および非治療的効果の表示を提供することができる。そのようなスコ
ア化は、所与の患者について標的ＶＴＡを決定するために利用されるなど、統計的ＶＴＡ
データ構造に対して候補ＶＴＡ１０４を評価することにより確認可能である。
【００５４】
　さらなる例として、ＶＴＡデータ構造は確率論的３Ｄマップまたは機能的ＶＴＡアトラ
スの形で提供されうる。ＶＴＡデータは、例えば複数の（例えば何百または何千の）患者
について得られて、各患者のＶＴＡ１０４が、ＶＴＡと該患者について所望される治療効
果との定量的関係を提供できるようになっていてもよい。例えば、各々のＶＴＡ１０４は
、各ボクセルがそれぞれのＶＴＡについて決定されたスコアを保持しているボクセル化グ
リッドに分割されてもよい。ボクセルマトリックスは統計分析されて、機能的アトラスに
おいて各ボクセルの統計スコアを表わす該マトリックス中の各ボクセルについての対応す
る確率値を提供することができる。十分に大きな検索空間を用いて、対応する標的ＶＴＡ
がこのように該検索空間内のＶＴＡ１０４の集合セットに基づいて同定されうる。副作用
の経路も、所与の患者について標的ＶＴＡ１０２を規定する場合に回避すべきエリアとし
て、治療的ＶＴＡの確率論的３Ｄマップに統合可能である。その結果得られる確率論的Ｖ
ＴＡマップは、所与の患者についての画像データおよびその患者の臨床的判定に基づいて
標的ＶＴＡを決定するために利用可能である。上記の判定は、本明細書中に記載されたよ
うに、患者の状態の定性的かつ／または定量的判定を伴うこともできる。
【００５５】
　図７は、本発明の態様によって実行可能な電極設計システム２００の例を示している。
システム２００は、１つ以上のコンピュータまたはその他のプロセッサ系システムにおい
て作動するコンピュータ実行可能命令として実装することができる。システム２００は、
所望の治療効果を達成するための電極設計２０４、電気刺激または化学的刺激のうち少な
くともいずれかを提供するように変更可能な１つ以上の設計パラメータに相当するパラメ
ータを含む、パラメータ化空間２０２を備えている。システム２００の目的は、いずれの
パラメータまたは複数の設計パラメータの組合せが所与の患者のための標的ＶＴＡ２０６
に最も良く適合するＶＴＡを提供することができるかを決定することである。例えば、電
極設計のための１つ以上のパラメータまたは利用可能な範囲は、ユーザ入力によって設定
可能である。
【００５６】
　標的ＶＴＡ２０６は、組織の領域であって、該領域内にある電極からの電界によって刺
激されると所望の治療効果を達成することがわかっている活動電位を生成する領域、を規
定する。治療効果および標的ＶＴＡ２０６の位置は、特定の患者の疾患によって様々であ
ってよい。標的ＶＴＡ２０６は、本明細書中に記載されるようにして、所与の患者につい
て予め決定することができる。
【００５７】
　例として、図８は、所与の標的神経核について電極設計パラメータを決定するために利
用可能な標的ＶＴＡ３０２の表示を含む画像３００を示している。図８に示されるように
、電極３０４は複数の接点３０６を備え、そのうち少なくとも１つは標的ＶＴＡ３０２の
中に位置している。電極シャフトは、視床３０８を通り、ＳＴＮ３１０の少なくとも一部
を通って伸びる。図８の例では、標的ＶＴＡ３０２は、背側のＳＴＮおよびＺＩ／Ｈ２を
包含する領域、例えばＳＴＮのＤＢＳのための標的ＶＴＡの予備的規定に相当するような
領域を含んでなる。当業者には当然のことであるが、設計システム２００（図７）は脳内
およびその他の解剖学的領域内における他の神経核についての標的ＶＴＡの決定に適用可
能である。
【００５８】
　図７に戻って参照すると、パラメータ化空間２０２は一連の電極構造パラメータ２０８
を含んでいる。複数の円筒状電極接点を有する電極の例については、電極構造パラメータ
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２０８として、電極シャフトに沿った電極接点の高さ、直径および間隔（または分布）を
挙げることができる。一例として、高さおよび直径のパラメータに関する予め規定された
値域は、（例えば最小および最大の高さおよび直径に限度を設定することにより）パラメ
ータ化空間の一部として格納されうる。例えばアスペクト比（ｄ／ｈ）のようなパラメー
タ間の関係もパラメータ化空間２０２においてパラメータ化することができる。アスペク
ト比はさらに、標的ＶＴＡ２０６の形状および大きさに応じて設定可能な予め規定された
範囲のアスペクト比に検索空間を限定すること（例えば、ｄ／ｈ＜何らかの予め規定され
た値）などによって、最適化手順を制約するために利用可能である。
【００５９】
　パラメータ化空間２０２はさらに、電圧または電流の振幅、周波数、パルス幅およびパ
ルス波形のような電極刺激パラメータ２１０を含むこともできる。該刺激パラメータは、
１つ以上の電極接点に一様に適用されてもよいし、異なるセットの刺激パラメータが各々
の電極接点に、他の電極接点とは無関係に適用されてもよい。解剖学的領域内における接
点の位置および電極の軌道は、解剖学的領域における相対的な電極および接点の配置を同
定しているパラメータ化空間２０２にパラメータ２１２として含められてもよい。例えば
、接点の位置は標的ＶＴＡ２０６によって規定された解剖学的領域の中心におかれてもよ
く、軌道は標的神経核に関して該当する標準弾道に設定されてもよい。別例として、その
ようなパラメータは、本明細書中に記載された他の例示の実施形態に関して記載されるよ
うに、多様であってよい。
【００６０】
　最適化方法２１４は、パラメータ化空間２０２について検索するパラメータを制御する
。最適化方法２１４は、パラメータ化空間のいずれの事例（または事例のサブセット）が
最も良く標的ＶＴＡに適合する設計ＶＴＡを提供するかを確認するために、標的ＶＴＡ２
０６に関連してパラメータ化空間２０２の事例について設計ＶＴＡ２１６を評価すること
ができる。最適化方法２１４は、電極設計２０４を決定するようにプログラムされた１つ
以上の検索アルゴリズムを備えることができる。
【００６１】
　一例として、最適化方法２１４は、電極構造パラメータの１つ以上の事例を決定するた
めにパラメータ化空間２０２を検索するようにプログラムされた電極構造検索２１８を含
むことができる。例えば、電極構造検索２１８は、任意に設定される可能性もあれば、様
々な基準（例えば実証的研究または臨床研究）に基づいて設定される可能性もあるなど、
電極構造パラメータ２０８（高さおよび直径）を予め決定された寸法に設定するようにパ
ラメータ化空間２０２を初期化することが可能である。電極の位置／軌道パラメータ２１
２は、電極構造検索２１８の適用中は固定されたままであってよい。本明細書中に記載さ
れるように、電気刺激パラメータ２１０は、標的ＶＴＡ２０６に関する最大の設計ＶＴＡ
適用範囲を提供するために、電極構造パラメータ２０８の所与のセットについて様々に変
更可能である。
【００６２】
　システム２００は、パラメータ化空間２０２の所与の事例または一連の複数の事例につ
いて設計ＶＴＡ２１６を決定するためにＶＴＡ予測機構２２４によって用いられる電極場
（electrode field）モデル２２０および組織モデル２２２を備えている。ＶＴＡ予測機
構２２４は、ニューロン／軸索モデル２２２に電界モデル２２０の電位分布を適用するこ
とにより、設計ＶＴＡ２１６に対応する、刺激に対する神経の応答を予測する。細胞外刺
激に対する神経の応答は、いくつかの要因、例えば：（１）電極の幾何学的形状（例えば
電極構造パラメータ２０８）；（２）電極刺激パラメータ２１０（例えば刺激波形、刺激
周波数、パルス幅など）；（３）電界の形状（例えば不均質かつ異方性の組織全体の性質
によって決定されるもの）；（４）ニューロンの幾何学的形状；（５）刺激電極に対する
ニューロンの配置；および（６）ニューロン膜の動態、に依存する。これらの要因のうち
一部またはすべてが電界モデル２２０およびニューロン／軸索モデル２２２において表現
されうる。
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【００６３】
　一例として、電界モデル２２０はパラメータ化空間２０２の電極構造パラメータ２０８
および刺激パラメータ２１０に基づいてコンピュータ可解なＦＥＭメッシュとして実装可
能である。このように電界モデル２２０は、電極構造検索２１８によって用いられた電極
構造パラメータ２０８によって設定されるような、電極の形態（または構造）を表わす刺
激電極モデルを備えることができる。電界モデル２２０はさらに、電極組織インタフェー
スを提供する、特定の電極を包み込んでいる組織薄層の導電率の表示を備えることもでき
る。電界モデル２２０はさらに、電極インピーダンスおよび電極容量を明示的に表すこと
もできる。電界モデル２２０はさらに、電極を囲んでいる解剖学的構造を表す組織導電率
モデルを備えることもできる。本明細書中に記載されるように、組織導電率モデルは、例
えばＤＴＩ撮像または本明細書中に記載された他の技術の使用によって得られるような、
刺激電極付近の組織の不均質性または異方性を表すデータを備えることも可能である。別
例として、組織導電率モデルは、本明細書中に記載されたような、刺激電極付近の組織を
均質かつ等方性なものとして表すデータを備えることも考えられる。このように電界モデ
ル２２０は、パラメータ化空間２０２において所与の一連のパラメータ（例えば電極構造
パラメータおよび電極刺激パラメータ）について組織媒体中の電位分布を表示する。
【００６４】
　ニューロン／軸索モデル２２２には、モデル化されたニューロンまたは軸索を、電界モ
デル２２０によって規定されたＦＥＭメッシュ中の１つ以上の神経経路に沿って特定可能
な配置に位置づける、多重コンパートメントのニューロンまたは軸索モデルを挙げること
ができる。個々のニューロンの特性に加えて、ニューロン／軸索モデル２２２は、モデル
化されている刺激のパラメータ（例えば電極構造パラメータ２０８および電気刺激パラメ
ータ２１０）のうち１つ以上に左右される場合がある。例えば、刺激パルス幅はニューロ
ンの応答に影響を及ぼすことになろう。したがって、一例では、ニューロン／軸索モデル
２２２は、１または複数のＤＢＳ刺激パラメータについての特定値に対して調節可能であ
る。さらなる例を挙げると、神経経路は、ＤＴＩ由来の撮像データを使用して、または解
剖学的アトラスデータ、もしくは任意の他の適切な技法の使用により、確認することが可
能である。
【００６５】
　当業者であれば、システム２００において使用されることが考えられる様々なニューロ
ンモデルまたは軸索モデル化技法を理解することができよう。軸索モデルの一例はキャメ
ロン　Ｃ．マッキンタイア（Cameron C. McIntyre）ら、"Modeling the Excitability of
 Mammalian Nerve Fibers: Influence of Afterpotentials on the Recovery Cycle"、J.
 Neurophysiology, Vol. 87, February 2002, pp. 995-1006に記載されており、前記文献
は、軸索モデルについての開示内容を含む全体が参照により本願に組み込まれる。別例に
おいては、より一般化されたニューロンモデルを使用可能であるが、その一例はキャメロ
ン　Ｃ．マッキンタイア（Cameron C. McIntyre）ら、"Cellular Effects of Deep Brain
 Stimulation: Model-Based Analysis of Activation and Inhibition," J. Neurophysio
logy, Vol. 91, April 2004, pp. 1457-1469に記載されており、前記文献は全体が参照に
より本願に組み込まれる。ニューロン／軸索モデル２２２は、ニューロンが印加された電
界にどのように応答するか；すなわち、ニューロンは発火するかどうか、またニューロン
は伝播する活動電位を生成することになるかどうか、を説明する。
【００６６】
　さらなる例として、ニューロンモデル２２２の幾何学的形状は、典型的には多数（例え
ば数百）のコンパートメントへと分割される。ＶＴＡ予測機構２２４は、電界モデル２２
０のＦＥＭメッシュ内にニューロン／軸索モデル２２２の様々なコンパートメントを同時
登録することができる。この同時登録により、複雑な神経の幾何学的形状に沿った印加電
界からの細胞外電位の計算が可能となる。細胞外電位が、電極に対する個々の神経の位置
について、適用された刺激の際の時間の関数として個々のニューロンコンパートメントご
とに決定された後、ニューロン／軸索モデル２２２を使用して、適用された刺激が活動電
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位を引き起こす神経閾値を越えたかどうかを試験することが可能である。
【００６７】
　別の例として、ニューロン（例えば、ＤＴＩ由来の導電率データから決定されるような
位置にあるもの）がどのような挙動を示すかをシミュレートするニューロン／軸索モデル
２２２を使用して、そのような伝播する活動電位をもたらすことになる電界の２階差分の
閾値を計算することができる。（電界モデル２２０によって表わされるような）電界の刺
激作用は、ニューロン／軸索モデルのニューロンに適用されて閾値が規定される。次いで
この閾値を使用して、図２に関して上記に議論されたのと同様に、不均一な導電率の組織
における設計ＶＴＡの境界を規定することが可能である。
【００６８】
　電極構造検索２１８は、上述のように、予め規定された値の範囲で電極の高さおよび直
径を変化させることができる。対応する設計ＶＴＡは、パラメータ値の範囲に関して決定
可能である。当業者であれば、設計システムの計算量を縮小するために電極構造検索２１
８またはパラメータ化空間２０２にプログラムすることが可能な様々な制約条件を十分に
理解するであろう。例えば、直径対高さ（アスペクト）比を所定値より低く（例えば、ｄ
／ｈ＞１に）とどめるように制約することが望ましい場合があり、該所定値はさらに標的
ＶＴＡ２０６の形状および体積によって様々であってよい。当業者であれば、適切なＶＴ
Ａアスペクト比を確立して最適化に適宜制約を加えることが可能なように、標的ＶＴＡ２
０６の形状および大きさを定量する様々な方法を、十分に理解するであろう。
【００６９】
　最適化方法２１４はさらに、標的ＶＴＡ２０６に関して検索空間内の設計ＶＴＡ２１６
のうち少なくともいくつかを評価するために使用される１つ以上のスコア化機能２２６を
備えることもできる。最適化方法の異なる検索構成要素が同一のスコア化機能を利用して
もよいし、異なる検索のために異なるスコア化機能が利用されてもよい。一例として、各
々の設計ＶＴＡ（電極構造検索２１８の反復に相当する）は、次の方程式すなわち：
　　スコア＝（ＶＴＡ標的内／ＶＴＡ標的）＊（１－ＶＴＡ標的外／Ｘ体積）　　　方程
式３
（上記式中：ＶＴＡ標的内は、標的ＶＴＡ２０６の内部に存在する設計ＶＴＡ２１６の部
分に相当し、
　　ＶＴＡ標的外は、標的ＶＴＡ２０６の外側に存在するＶＴＡ２１６の部分に相当し、
　　Ｘ体積は、標的ＶＴＡの外側へ広がった刺激に対するペナルティを規定する）に従っ
てスコア化可能である。最も高いスコアを得る電極設計ＶＴＡは、刺激ＶＴＡと標的ＶＴ
Ａとの間で最大の体積の重なりを示すと同時に、標的ＶＴＡの外側に広がったＶＴＡに対
するペナルティを提供することになろう。実際には、上記のスコア化方程式（およびその
他のスコア化機能）の可変要素は、Ｘ体積パラメータについて適正値を１つに絞り込むた
めに使用可能である。
【００７０】
　電極構造検索２１８の一部として、１つ以上の電極刺激パラメータ２１０が所与の電極
構造設計について調節されて、設計ＶＴＡが標的ＶＴＡ２０６の端またはその付近に及ぶ
ようになっていてもよい。別例として、電極構造検索２１８が１つ以上の電極構造パラメ
ータを繰り返し調節する一方、電極刺激パラメータは一定のままで、繰り返しごとに新し
い設計ＶＴＡ２１６が生じてもよい。当業者であれば、パラメータ化空間全体またはその
サブセットに関して設計ＶＴＡ２１６を生成するために利用可能な様々な手法を十分に認
識するであろう。当業者は、最適化プロセスを促進するようにパラメータ化空間を制約す
るために使用可能な手法もさらに認識するであろう。
【００７１】
　電極構造検索２１８の結果は１つ以上の電極設計２０４を提供することができる。例え
ば、電極構造検索２１８は、標的ＶＴＡ２０６に最も良く適合するそれぞれの設計ＶＴＡ
をもたらす複数の電極設計（例えば、電極構造パラメータおよび電極刺激パラメータが規
定されているもの）を提供することができる。
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【００７２】
　例証として、図９、１０および１１はそれぞれ、異なる刺激パラメータについて所与の
電極構造（例えば電極構造パラメータ２０８によって規定されたもの）３０４の電極接点
に関して生じた例示の設計ＶＴＡを含む画像３１２、３１４および３１６を示している。
各図９、１０および１１において、同一の参照番号は図８に関して導入されたのと同一の
構造部分を指すために使用されている。それぞれの接点において生成されたＶＴＡは、あ
る量のＶＴＡ標的内およびある量のＶＴＡ標的外をもたらし、これらのＶＴＡ標的内およ
びＶＴＡ標的外はいずれも刺激パラメータの設定および電極接点の幾何学的形状の関数と
して変化する。
【００７３】
　図９では、画像３１２は、それぞれの接点において約－２Ｖの刺激電圧について構築さ
れた設計ＶＴＡ３２０を含んでいる。図１０では、画像３１４は、それぞれの接点におけ
る約－２．５Ｖの刺激電圧についての設計ＶＴＡ３２２を含んでいる。図１１では、画像
３１６は、それぞれの接点における約－３Ｖの刺激電圧についての設計ＶＴＡ３２４を含
んでいる。
【００７４】
　図８、９、１０および１１では、説明を簡潔にするために、かつ比較を目的として、電
極の幾何学的形状が不変であるものと仮定されている。上記のスコア化基準の適用によっ
て、図１０の例は最も高いスコアを有し、したがって、図７の電極設計に関する所与のセ
ットの電極構造パラメータ２０８に関連した電気刺激パラメータ２１０を定めるために利
用可能である。当然ながら、電極構造検索２１８の一部として４つ以上の異なる刺激パラ
メータが評価かつスコア化されてもよい（かつ一般にはそのようにされることになる）。
【００７５】
　図７に戻って参照すると、ここでも電極位置／軌道パラメータ２１２が電極構造検索２
１８および接点間隔検索２３２（実行される場合）に関連した電極設計の最適化の際に固
定されたままであってよいことが分かる。所与の神経核への電極の移植のための外科的な
軌道は比較的標準化されている。一例として、ＳＴＮのＤＢＳのための一般的な軌道は軸
平面から上におよそ６５度であり、矢状面からおよそ１０度外れる。別の例として、ＧＰ
ｉのＤＢＳのための一般的な軌道は軸平面から上におよそ７０度であり、矢状面からおよ
そ５度外れる。しかしながら、個々の患者において使用される具体的な軌道は、主要な血
管、静脈溝、および脳室を回避するために術前の撮像データに基づいて選択される。
【００７６】
　このように電極／位置および軌道パラメータ２１２は、所与の神経核について、接点の
位置を該神経核の解剖学的中心として（主要な血管、静脈溝、および脳室を回避するため
に調節された）標準的な電極軌道に設定可能である。該パラメータ値は、上記に記載され
るように、電極構造検索２１８の際に固定されたままであってよい。１つ以上の電極設計
のサブセットが標的ＶＴＡについて決定された後、最適化方法２１４は、外科手術上の変
動性（例えば、電極の外科的な配置に関係するもの）および解剖学的な変動性（例えば、
解剖学的モデルおよび電気的モデルの決定のための撮像技術に関係するもの）に適応する
ために、電極構造パラメータおよび刺激パラメータを変更することができる。
【００７７】
　最適化方法２１４はさらに、変動性調整要素２３０を備えることができる。該調整要素
２３０は、検索空間の一部を絞り込み、１つ以上の電極設計の有効性を再評価して臨床的
に予想される変動性を説明することができる。臨床上の変動性の１つの原因は電極配置の
定位的精度である。例えば、ＤＢＳ電極のような多くの種類の電極を移植する場合には、
三次元空間において全方向におよそ１ｍｍの不確実性が存在することが分かっている。し
たがって、変動性調整要素２３０は、複数の優良な電極設計２０４それぞれについて、例
えば三次元空間におけるおよそ１ｍｍの不確実性を反映するように電極位置／軌道パラメ
ータ２１２を調節することなどによって、電極構造パラメータを再評価することができる
。
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【００７８】
　例として、標的ＶＴＡ２０６に関する複数（例えば２つ以上、例えば５つ）の上位スコ
アの電極設計２０４が、スコア化を含む詳しい分析に供されてもよい。例えば、電極位置
および軌道が、背側／腹側、前方／後方、および内側／外側の方向に（例えば標的ＶＴＡ
の幾何学的な中心に対して）漸増的に調整されて、得られた設計ＶＴＡ２１６が準最適な
電極配置を与えるスコアを得てもよい。電極位置パラメータは、例えば、明らかにされた
変動の量と同じかそれよりも小さい予め決められた間隔で調整可能である。
【００７９】
　３Ｄの解剖学的領域における電極の外科手術上の軌道も、例えば軸平面に対してある範
囲（例えば±５度）にわたって複数の間隔で、かつ矢状面に対してある範囲（例えば±５
度）にわたって同様の間隔で、変更可能である。このように最終候補のＤＢＳ電極設計２
０４はそれぞれ、（位置および軌道における変動に適応するための）漸増的な調整から生
じたそれぞれの関連する設計ＶＴＡ２１６について複数のスコアを割り当てられることに
なる。再評価を受けている、漸増的に調整されたそれぞれの電極設計２０４についての一
連のＶＴＡスコアは、各設計についての集合的な合計スコアを提供するために集められて
もよい。各電極設計２０４についての平均ＶＴＡスコアはさらに平均されてもよく、最高
スコアの電極設計は、所与の標的神経核のための最適なＤＢＳ電極接点を表わすものとし
て選択されうる。同一のスコア化機能２２６（例えば方程式３）が、電極構造検索２１８
によって使用されるようにして変動性調整要素２３０によって利用されてもよい。代替例
として、異なるスコア化機能を、例えば電極／軌道パラメータ２１２における変動性の違
いに従って違うかたちで重み付けすること（例えば、変動性の増大につれて高いペナルテ
ィを課すこと）によって、利用することも考えられる。
【００８０】
　例を挙げると、既存の神経刺激デバイスは、電流ステアリング能を装備している（例え
ば、８個または１６個の独立電源を有する移植式パルス発生器）。神経刺激に電流ステア
リング技術が存在することは、２つ（またはそれ以上）の接点が標的ＶＴＡ内部に位置し
ているがどちらも刺激を近隣の副作用領域へ広げることなく十分に標的ＶＴＡを刺激する
配置にはない状況では、魅力的な動作モードになる。可能な解決法は、恐らくは不均等な
刺激振幅を用いて、２つの接点を通じた刺激のバランスをとり、標的ＶＴＡが最大限に刺
激されるようにすることである。
【００８１】
　最適化方法２１４はさらに、標的ＶＴＡ２０６に関して設計ＶＴＡ適用範囲をさらに最
大限にする接点間隔を規定するために、接点間隔検索２３２を使用することもできる。電
流ステアリング分析に基づけば、電極シャフトの軌道に沿った、ＶＴＡ適用範囲を最大限
にする接点間隔が存在する。最適化方法２１４は、空間的かつ／または時間的に相互作用
しうる電界を供給するために２以上の電極接点が活性化される状況などにおいて、接点間
隔検索２３２を使用することができる。一例として、最適化方法２１４は、上位スコアの
電極設計が標的ＶＴＡ２０６に関して最低限度スコアを満たさない場合などに、電流ステ
アリングの影響を評価するために接点間隔検索２３２を起動することができる。
【００８２】
　一例として、接点間隔検索２３２は、複合電極から生成された空間的かつ／または時間
的に重なり合う電界に従ってパラメータ化空間２０２を検索することができる。接点間隔
検索２３２は、独立に制御可能な電源を備えた複数の接点を有しているいずれの設計また
は一連の電極設計が標的ＶＴＡに最も良く適合するかを決定するために、得られる設計Ｖ
ＴＡをスコア化することができる。注目すべきことは、電極構造検索２１８は、接点間隔
検索２３２の一部として、または接点間隔検索２３２と併用して実行されうることである
。その結果、電極構造検索２１８と接点間隔検索２３２との組合せを使用して、電極シャ
フトの軌道に沿った最大のＶＴＡ適用範囲を与えることになる他の電極構造パラメータ（
例えば各接点の高さおよび直径）２０８と併せた接点間隔を同定することができる。した
がって、接点間隔検索２３２は、より精密に標的ＶＴＡ２０６に適合する設計ＶＴＡ２１
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６を提供する電極設計に関する間隔パラメータを決定するために、電極設計２０４におけ
る１以上の電極対の間の間隔を調整するために利用することができる。
【００８３】
　最適化方法２１４は、電流ステアリング接点を用いて達成可能な付加的ＶＴＡ適用範囲
に関して電極軌道変動性および電極位置変動性の影響を評価することができる。接点間隔
検索２３２は、それぞれの電界の間隔および電荷分布に従って重なり合うことが可能な２
つ以上の電界分布を表わす電界モデル２２０をもたらすことができる。電極接点の間の間
隔は、電極構造パラメータ２０８において規定された適切な間隔パラメータによってパラ
メータ化空間２０２の中で規定可能である。当業者であれば、本明細書中に含まれた教示
に基づいて多重接点電極のための適切な電界モデル２２０を構築する方法を理解するであ
ろう。
【００８４】
　変動性調整２３０も、単一接点の方法論に関して記載されたのと同じように、接点間隔
検索２３２および得られる多重接点電極設計２０４と併せて利用可能である。したがって
変動性調整要素は、（例えば得られた電極設計２０４の電極構造パラメータ２０８によっ
て規定されるような）決定された最適な接点設計および接点間隔と共に使用されるべき、
理論上最適な軌道を同定することができる。
【００８５】
　前述を考慮すると、このように設計システム２００は、標的神経核（例えばＳＴＮまた
はＧＰｉ）の解剖学的および電気的制約に合わせて特化された神経核特異的な単一接点電
極設計または多重接点設計を提供することができることが認識されよう。電極の配置およ
び軌道における潜在的な変動性をさらに明らかにすることによって、そのような電極設計
は、外科手術上の配置の変動性に対する高い対応力を与えると同時に標的ＶＴＡのための
ＶＴＡ適用範囲も最大化するはずである。
【００８６】
　本明細書中に記載されるように、結果として得られる、電極設計についての刺激パラメ
ータを使用して、構造パラメータに従って構築された電極に刺激を加えるためにＩＰＧま
たはその他の刺激デバイスをプログラムし、その結果として標的ＶＴＡとほぼ適合する神
経刺激を達成することができる。
【００８７】
　当業者であれば、このように設計システム２００が標的神経核（例えばＳＴＮまたはＧ
Ｐｉ）の解剖学的および電気的制約に合わせて特化されたＶＴＡ特異的な単一接点電極設
計または多重接点設計を提供することができることを、さらに認識するであろう。患者特
異的な標的ＶＴＡのための電極を設計する方法に関するさらなる情報は、上記において組
み込まれた米国特許出願第１１／６０６，２６０号明細書に開示されている。電極の配置
および軌道における潜在的な変動性を明らかにすることによっても、そのような電極設計
は、外科手術上の配置の変動性に対する高い対応力を与えると同時に標的ＶＴＡのＶＴＡ
適用範囲も最大化するはずである。本明細書中に記載されるように、結果として得られる
、電極設計２０４についての刺激パラメータを使用して、構造パラメータに従って構築さ
れた電極に刺激を加えるためにＩＰＧまたはその他の刺激デバイスをプログラムし、その
結果として標的ＶＴＡ２０６とほぼ適合する神経刺激を達成することができる。
【００８８】
　例を挙げると、刺激パラメータを含む、電極設計２０４は、インタフェース２３６経由
でＩＰＧ２３８に伝達可能である。例えば、インタフェース２３６は物理的通信インタフ
ェース（例えば、電気伝導性リンクもしくは光リンクを含む）として、または無線通信イ
ンタフェース（例えばブルートゥース、もしくは電磁結合）として実装可能である。ＩＰ
Ｇ２３８は、ＩＰＧを移植する前または移植後にインタフェース２３６経由でプログラム
可能である。当業者には、市販の方法および独自の方法を伴う場合のある、刺激パラメー
タを用いたＩＰＧ２３８のプログラミングに利用することができる様々な種類の接続プロ
トコルおよび通信プロトコルが理解されるであろう。加えて、システム２００はＩＰＧを
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プログラムすることができる２以上のインタフェースを有してもよく、そのようなインタ
フェースのうち選択された１つは、ＩＰＧの種類および該ＩＰＧがｉｎ　ｖｉｖｏで移植
済みであるかどうかに依存して様々であってよい。
【００８９】
　前述を考慮すると、接点の数および間隔、電気刺激パラメータおよびその他のような他
の設計パラメータを調整することにより、ＶＴＡの形状のさらなる変形を達成することが
できることが認識されよう。当業者には、本明細書中で記載された方法およびシステムを
使用して、所与の標的神経核についてのＶＴＡの広がりを最大化するように電極設計２０
４を特化することができることが認識されるであろう。先述の手法は電気刺激に関して記
載されているが、当業者には、該手法が神経系における組織の局所的な化学的刺激にも等
しく適用可能であることが理解されるであろう。
【００９０】
　さらなる例を挙げると、図１２、１３および１４は、特定の神経核、すなわち視床の腹
側中間神経核（ＶＩＭ）４７８についてのＶＴＡに対する電極の幾何学的形状の影響を実
証している。例えば、図１２は、視床４８４に挿入された単一接点４８２を有する電極４
８０を示している。図１２の例では、電極はＶＩＭ４７８の解剖学的中心に配置されてい
る。ＶＩＭは、およそ８ｍｍ（背‐腹）×およそ３ｍｍ（前‐後）×およそ１２ｍｍ（内
‐外）の細長い神経核である。
【００９１】
　図１３は、第１の電極設計パラメータを有する電極４８２についてのＶＴＡ４８０を示
している。図１３の例では、電極４８２は、－１Ｖおよび９０μｓパルス幅、１３０Ｈｚ
の刺激設定とともに、標準的な電極接点の幾何学的形状（例えば、高さおよそ１．５ｍｍ
、直径およそ１．２７ｍｍを有し、表面積～６ｍｍ２を呈するもの）に相当する接点４８
４を備えている。電極接点４８４のアスペクト比（ｄ／ｈ）はおよそ０．４である。図１
９の電極設計は、ＶＩＭ４７８によって規定された標的ＶＴＡを外側へと広げる前のＶＩ
Ｍ４７８のおよそ２６％を満たすＶＴＡ４８０を生じる。
【００９２】
　図１４は、例えば本発明の態様によって決定されうるような、図１３の電極４８２のも
のとは異なる第２の（特化された）電極設計パラメータを有する電極４９２についてのＶ
ＴＡ４９０を示している。図２０の例では、電極は同じくＶＩＭの解剖学的中心に配置さ
れた接点４９４を備えている。電極接点４９４は、直径がおよそ０．７５ｍｍおよび高さ
がおよそ２．５４ｍｍ高であっておよそ０．４のアスペクト比を提供するように設計され
ており、図１３の例における例示の電極よりもＶＩＭ４７８のアスペクト比により精密に
一致する。比較のために、電極接点４９４は図１３の例とほぼ同じ接点表面積を有し、同
じ刺激（刺激電圧が約－１Ｖおよび９０μｓのパルス幅）の下での対応する設計ＶＴＡ４
９０を示している。図１４の条件の設計は、図１３の例におけるＶＴＡ４８０と比較して
約２８％の増加である、体積の３３％を満たすＶＴＡを生じることにより、ＶＩＭ４７８
のより十分な刺激をもたらす。加えて、この特化型電極設計４９２は、ＶＩＭによって規
定された標的ＶＴＡの境界の外側への広がりは増大することなく、およそ７％大きい刺激
をＶＩＭ４７８にもたらすことができる。
【００９３】
　図１５は、１人の患者における１つの電極接点での刺激試験に由来する例示データを示
しており（合計では１６３種の刺激パラメータ設定が６人の患者にわたって試験された）
、該データは例えば、複数の患者について得られた類似データに基づいたＶＴＡデータ構
造の構築に使用するための患者データを提供するために使用することができる。該ＤＢＳ
データは、１３０Ｈｚの固定刺激周波数および０．０６ｍｓの固定刺激パルス幅を用いて
得られた。
【００９４】
　図１５（Ａ）は、臨床用インピーダンス測定デバイス（ＲＡ‐１型、ニューロカイネテ
ィクス（Neuro Kinetics））を用いて得られた硬直計測値の定量的データを示している。
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図１５（Ａ）では、機械インピーダンスの値がより高いほどより強い硬直を表す。
【００９５】
　図１５（Ｂ）は、ソリッドステートジャイロスコープ（Ｇ‐１型、ニューロカイネティ
クス）を用いて得られた指タップ運動緩慢計測値の例示データを示している。図１５（Ｂ
）では、より高い値ほどより低い運動緩慢を表わす。
【００９６】
　図１５（Ｃ）は、患者によって報告されたとおりの、１０ポイントスケールで評価され
た錯感覚データを表している。図１５（Ｄ），（Ｅ）は、１から－１までの標準化スケー
ルに再スコア化された、硬直データ、運動緩慢データをそれぞれ表している。０を上回る
スコアは改善を示し、０を下回るスコアは、ＤＢＳなし（ＯＦＦ　ＤＢＳ）のベースライ
ンに対して悪化していることを示す。陰をつけた部分は、錯感覚閾値を上回る刺激を示す
。
【００９７】
　図１６（図１６（Ａ）～（Ｋ）からなる）は、本発明の実施形態に従った標的ＶＴＡの
決定に関して使用することができる患者特異的な刺激モデルの例を示している。図１６（
Ａ）は、３Ｄ神経核（例えば視床およびＳＴＮ）が各対象者の術前ＭＲＩに当てはめられ
たことを例証している。図１６（Ｂ）は、移植されたＤＢＳ電極の位置を同定するために
術後ＭＲＩとともに同時登録済みの術前ＭＲＩを示している。図１６（Ｃ）は、試験され
た各々の脳半球（ｎ＝７）について、適切な神経核に関して規定された電極の位置を図示
している。
【００９８】
　図１６（Ｄ）は、単一アトラス脳の状況に転換された各患者特異的なモデルを例証して
いる。該アトラス脳は解剖学的画像データおよび拡散テンソル画像データをいずれも含ん
でおり、刺激プロトコルからの神経活性化を予測するために使用された。
【００９９】
　図１６（Ｅ）は、異方性比率を示している色を伴ったＤＴＩに基づいた導電率テンソル
により、組織の電気的性質が描写されたことを図示している。図１６（Ｆ）は、固有のＤ
ＢＳ電極位置を有する各患者特異的なモデルを示している。図１６（Ｇ）は、各々の実験
的に試された刺激パラメータ設定が固有の電圧分布をもたらし、該電圧分布は刺激パラメ
ータによって様々であることを例証している。図１６（Ｈ）は、各々の試験された設定（
ｎ＝１６３）による理論上の組織活性化体積（ＶＴＡ）が計算されたことを例証している
。
【０１００】
　図１６（Ｉ）には硬直について、図１６（Ｊ）には運動緩慢について、図１６（Ｋ）に
は錯感覚について示されるように、各ＶＴＡに臨床スコアが割り当てられた。当業者には
、各ＶＴＡに、患者の状態の定量的かつ／または定性的な評価などの他の臨床上適切なス
コアをさらに（または代替として）提供することができることが十分に理解されるであろ
う。
【０１０１】
　図１７（図１７（Ａ）～（Ｄ）からなる）は、様々な電極配置および刺激パラメータに
ついての臨床的転帰の例を示している。図１７（Ａ）は、アトラス脳の状況においてすべ
ての患者（ｎ＝７の脳半球）についてのＤＢＳ電極の位置を示している。図１７（Ｂ）は
、互いに重ね合わせて示されたすべての電極位置および刺激プロトコルについて生成され
たＶＴＡを示している（ｎ＝１６３のＶＴＡ）。各ＶＴＡは、硬直、運動緩慢およびパラ
テジア（parathesia）について割り当てられた臨床スコアを有していた。
【０１０２】
　図１７（Ｃ）は、硬直の改善に関連した合計の活性化体積を示している。図１７（Ｄ）
は、運動緩慢の改善に関連した合計の活性化体積を示している。図１７（Ｃ），（Ｄ）の
左側のカラムは、硬直または運動緩慢の改善を伴った全てのＶＴＡを示す一方、図１７（
Ｃ），（Ｄ）の右側のカラムは、さらに錯感覚を生成しなかった刺激設定に対応するＶＴ
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Ａのみを示している。
【０１０３】
　図１８（図１８（Ａ）～（Ｆ）からなる）は、確率論的な刺激標的ＶＴＡを示している
。それぞれの標的ＶＴＡには、硬直および運動緩慢、ならびにその他の病態についての臨
床スコアを割り当てることができる。各ＶＴＡは、ＤＢＳを用いて評価された脳領域全体
を包含する０．５ｍｍの立方体の３Ｄグリッド上でボクセル化された。その後、統計学的
に明らかにされた臨床的改善レベルが、各ボクセルについて、そのボクセルと重なるＶＴ
Ａに基づいて規定された。図１８（Ａ）～（Ｆ）では、青色の体積は、硬直の標準化され
た臨床スコアにおける少なくとも５０％（図１８（Ａ））または７５％（図１８（Ｂ））
の改善に関係している刺激領域を示す。ピンク色の体積は、運動緩慢における５０％（図
１８（Ｃ））または７５％（図１８（Ｄ））の改善を示す。図１８（Ｅ），（Ｆ）は、図
１８（Ａ），（Ｃ）について決定されたそれぞれの体積ならびに図１８（Ｂ），（Ｄ）由
来の体積を集合することにより、組み合わされた硬直および運動緩慢の体積を示している
。
【０１０４】
　図１９は、ＶＴＡデータ構造に投入するために使用することができる情報の種類の例を
示す表である。図１９の表は６人の患者かつ１６３個のＶＴＡについての患者データを示
しているが、当然ながらＶＴＡデータ構造はより大きな個体数に基づいて生成可能である
（典型的にはより大きな個体数に基づいて生成される）。しかしながら、統計的データベ
ースを提供するために６人以下でも十分な場合もある。
【０１０５】
　図１９では、各患者について、１次症状の表示が含まれている。さらに含まれるのは、
患者の年齢、性別、手術後の年数、刺激を受けた脳半球である。各々のＶＴＡのための複
数の接点それぞれについてのインピーダンスおよび電圧の範囲などを含む、電極パラメー
タおよび刺激パラメータも提供されている。図１９の例示の表では、電極は４個の接点を
備えているが、４個より多数の接点が使用されてもよいし少数の接点が使用されてもよい
。加えて、それぞれの患者が異なる電極構成配置で治療されることも考えられる。
【０１０６】
　表示されるように、データは、例えば本明細書に記載された電極配置および刺激パラメ
ータに従って、各患者についていくつかのＶＴＡについて得られる。１つ以上の臨床スコ
ア（図示せず）も、ＶＴＡデータ構造における各患者に関する各々のＶＴＡに関連付けら
れる。例えば、各ＶＴＡには、例えば硬直について、運動緩慢について、また錯感覚につ
いて、臨床スコアが割り当てられてもよい（例えば、図１６（Ｉ），（Ｊ），（Ｋ）を参
照のこと）。当業者には、各ＶＴＡに関する上記およびその他の患者の状態をスコア化す
るために使用可能な様々な臨床評定システム（定性的かつ／または定量的な測定基準を含
む）が十分に理解されるであろう。
【０１０７】
　前述を考慮すると、図２０は、コンピュータ実行可能命令の格納かつ／または実行によ
り本発明の１つ以上の実施形態を実行するために使用することができるコンピュータシス
テム５００の一例を図示している。コンピュータシステム５００は、１または複数の汎用
ネットワークコンピュータシステム、埋込み型コンピュータシステム、ルータ、スイッチ
、サーバ装置、クライアントデバイス、様々な中間デバイス／中間ノードまたはスタンド
アロン型コンピュータシステムにおいて実装可能である。加えて、コンピュータシステム
５００は、十分な処理能力を備えていれば、様々なモバイルクライアントに、例えば携帯
情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップコンピュータ、ページャーなどに実装可能である。
【０１０８】
　コンピュータシステム５００は、プロセシングユニット５０１、システムメモリ５０２
、および該システムメモリを含む様々なシステム構成要素をプロセシングユニット５０１
に連結するシステムバス５０３を備えている。デュアルマイクロプロセッサおよび他のマ
ルチプロセッサのアーキテクチャもプロセシングユニット５０１として使用可能である。
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システムバス５０３は、任意の様々なバス方式を使用するメモリバスまたはメモリコント
ローラ、周辺バス、およびローカルバスを含むいくつかの種類のバス構造のいずれかであ
ってよい。システムメモリ５０２は読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）５０４およびランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）５０５を備えている。基本入出力システム（ＢＩＯＳ）５０６
は、コンピュータシステム５００内部の要素中の情報を転送するのを支援する基本ルーチ
ンを含んでいるＲＯＭ５０４の中にあってよい。
【０１０９】
　コンピュータシステム５００は、ハードディスクドライブ５０７、例えば取外し可能デ
ィスク５０９を読み書きするための磁気ディスクドライブ５０８、および例えばＣＤ‐Ｒ
ＯＭディスク５１１を読むための、またはその他の光メディアを読み書きするための光デ
ィスクドライブ５１０を備えることができる。ハードディスクドライブ５０７、磁気ディ
スクドライブ５０８、および光ディスクドライブ５１０は、それぞれハードディスクドラ
イブインタフェース５１２、磁気ディスクドライブインタフェース５１３、および光ドラ
イブインタフェース５１４によってシステムバス５０３に接続される。該ドライブおよび
その関連するコンピュータ可読メディアは、コンピュータシステム５００に、データ、デ
ータ構造、およびコンピュータ実行可能命令の、不揮発性記憶装置を提供する。上記のコ
ンピュータ可読メディアの説明は、ハードディスク、取外し可能な磁気ディスクおよびＣ
Ｄを指すが、様々な形式のコンピュータによって判読可能な他の種類のメディア、例えば
磁気カセット、フラッシュメモリカード、デジタル映像ディスクなどが、操作環境中で使
用されてもよく；さらに、任意のそのようなメディアが本発明の１つ以上の部分を実装す
るためのコンピュータ実行可能命令を含んでいてもよい。
【０１１０】
　いくつかのプログラムモジュール、例えばオペレーティングシステム５１５、１つ以上
のアプリケーションプログラム５１６、その他のプログラムモジュール５１７、およびプ
ログラムデータ５１８などがドライブおよびＲＡＭ５０５に格納されてもよい。アプリケ
ーションプログラムおよびプログラムデータは、本明細書に図示および説明されているよ
うに、標的ＶＴＡを決定し、かつ所与の患者における該標的ＶＴＡの刺激のための設計パ
ラメータを決定するようにプログラムされた機能および方法を備えることができる。
【０１１１】
　ユーザは、１つ以上の入力デバイス５２０、例えばポインティングデバイス（例えばマ
ウス、タッチスクリーン）、キーボード、マイクロホン、ジョイスティック、ゲームパッ
ド、スキャナなどを通してコンピュータシステム５００に命令および情報を入力すること
ができる。例えば、ユーザは、ドメインモデルを編集または変更するために入力デバイス
５２０を使用することができる。加えて、または別例として、本明細書中に記載されるよ
うに、ユーザは、入力デバイスを介してユーザインタフェースにアクセスし、所与のドメ
インモデルおよび関連するデータ管理ツールの１つ以上のインスタンスを作成することが
できる。上記およびその他の入力デバイス５２０は、システムバスに連結された対応する
ポートインタフェース５２２を介してプロセシングユニット５０１に接続されることが多
いが、他のインタフェース、例えば並列ポート、シリアルポート、またはユニバーサルシ
リアルバス（ＵＳＢ）によっても接続可能である。１つ以上の出力デバイス５２４（例え
ばディスプレイ、モニタ、プリンタ、プロジェクタ、またはその他の種類の展示デバイス
）も、ビデオアダプタのようなインタフェース５２６を介してシステムバス５０３に接続
される。
【０１１２】
　コンピュータシステム５００は、リモートコンピュータ５２８のような１つ以上のリモ
ートコンピュータへの論理結合を使用して、ネットワーク化された環境中で作動可能であ
る。リモートコンピュータ５２８は、ワークステーション、コンピュータシステム、ルー
タ、ピアデバイス、またはその他一般的なネットワークノードであってよく、典型的には
コンピュータシステム５００に関して記載された多数または全ての要素を備えている。５
３０で概略的に示された論理結合には、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）および広
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域ネットワーク（ＷＡＮ）を挙げることができる。
【０１１３】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータシステム５００はネット
ワークインタフェースまたはアダプタ５３２によってローカルネットワークに接続可能で
ある。ＷＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータシステム５００はモ
デムを含んでもよいし、ＬＡＮ上の通信サーバに接続されてもよい。モデム（内部モデム
でも外部モデムでもよい）は適切なポートインタフェース経由でシステムバス５０３に接
続可能である。ネットワーク化された環境では、コンピュータシステム５００またはその
一部に関連して示されたアプリケーションプログラム５１６またはプログラムデータ５１
８は、遠隔メモリ格納装置５４０に格納されてもよい。
【０１１４】
　上述してきたのは本発明の実施例および実施形態である。当然のことながら、上述のも
のでは、本発明について説明する目的のための構成要素や方法論のあらゆる考えられる組
合せについて記述することは不可能であるが、当業者であれば、本発明の多数のさらなる
組合せおよび置換が可能であることを認識するであろう。従って、本発明は、添付の特許
請求の範囲の範囲内にある全ての代替形態、変更形態および変形形態を包含することが意
図されている。特許請求の範囲においては、別途記載のないかぎり、冠詞「１つの（ａ）
」は「１つまたは２以上」を意味するものとする。

【図１】 【図２】
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