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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧反射治療の一環として圧反射刺激信号を発生させるパルス発生器と、
　前記パルス発生器に電気接続され、心臓に血管内供給されるリードであって、前記リー
ドは、心臓内の又は近接した圧受容器領域に前記圧反射刺激信号を送るために、心臓内に
又は近接して位置決めされる電極を含み、前記リードは、前記電極を肺動脈内に位置決め
するために、右心室及び肺動脈弁を介して肺動脈に供給されるように適合される、リード
と、
　血圧を感知し、前記圧反射治療の有効性を示す信号を提供する圧力センサと、
　前記圧反射刺激信号を制御するために前記パルス発生器に接続され、前記血圧に基づい
て前記圧反射刺激信号を調節するために前記センサに接続された制御装置であって、前記
制御装置は、前記パルス発生器を制御することにより、前記圧反射刺激信号に標的圧力を
提供させるように構成され、前記制御装置は、圧反射刺激の変化に対する遅延生理学的応
答を補償し、前記標的圧力を連続してはずすことを避けるように、前記感知された血圧を
使用して前記圧反射刺激信号を調節するようにさらに構成される、制御装置と
　を含む埋め込み型医療装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、高血圧から前記感知された血圧を低減するために前記圧反射刺激信号
を生成し、前記感知された血圧が前記高血圧から前記標的圧力へと低減していることを決
定し、前記低減している血圧が前記標的圧力に達する前に刺激を低減することにより応答
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するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記制御装置は、高血圧から前記感知された血圧を低減するために前記パルス発生器を
制御し、前記感知された血圧が前記標的圧力より上で維持されているか、または増加して
いることを決定し、刺激を増加させることにより応答するように構成される、請求項１に
記載の装置。
【請求項４】
　前記制御装置は、現在の心臓要求を決定し、圧反射刺激の変化に対する遅延生理学的応
答を補償するように前記圧反射刺激信号を調節するときに前記現在の心臓要求を考慮する
ようにさらに適合される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記電極は、動脈管索に近接して位置決めされる、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　心臓の不応期を示す信号を感知する感知回路を更に含み、前記感知回路が前記制御装置
に接続される、請求項１から５のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　前記パルス発生器は、心臓ペーシング信号を発生させるように更に適合され、前記リー
ドは、心臓を捕捉するために前記心臓ペーシング信号を送るように位置決めされる第２電
極を更に含む、請求項１から６のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　心臓ペーシング信号を発生させる第２パルス発生器であって、前記第２パルス発生器は
、前記制御装置に接続される、第２パルス発生器と、
　前記第２パルス発生器に接続される第２リードであって、前記第２リードは、心臓を捕
捉するために前記心臓ペーシング信号を送るように位置決めされる少なくとも１つの電極
を含む、第２リードと
　を更に含む、請求項１から７のいずれかに記載の装置。
【請求項９】
　心臓事象を示す電気信号を感知する感知手段と、
　前記心臓事象を示す電気信号を検出する手段であって、前記電気信号を検出する手段は
、前記圧反射刺激信号を補償するように構成される、手段と
　を更に含む、請求項１から５及び７から８のいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　前記感知手段は、感知された電気信号に基づいて、心臓事象発生を識別するための事象
検出ルーチンを含み、
　前記心臓事象を示す電気信号を検出する手段は、前記圧反射刺激信号がいつ適用される
か識別する手段と、前記圧反射刺激信号を考慮するように事象検出ルーチンを調節する手
段とを含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記圧反射刺激信号を考慮するように事象検出ルーチンを調節する手段は、前記事象検
出ルーチンの閾値を増加させる手段を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記圧反射刺激信号を考慮するように事象検出ルーチンを調節する手段は、前記圧反射
刺激信号が適用されている間、事象発生の識別を妨げるブランキングウインドウを提供す
る手段を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記感知手段は、不応期を識別する手段を含み、
　前記心臓事象を示す電気信号を検出する手段は、前記不応期中に前記圧反射刺激信号を
適用するように前記制御装置に命令する手段を含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記制御装置は、適用された圧反射刺激治療を考慮するように心臓事象検出器と通信す
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るように適合され、前記心臓事象検出器が、事象を示す電気信号を、前記適用された圧反
射刺激治療と区別することができる、請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　前記制御装置は、圧反射刺激の発生を示す信号を前記心臓事象検出器に提供するように
適合され、前記心臓事象検出器が、前記圧反射刺激の発生を考慮するために事象検出ルー
チンを修正することを可能にする、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記制御装置は、不応期に対応する前記心臓事象検出器からの信号を受信するように適
合され、前記制御装置は、前記不応期中に圧反射刺激治療を適用するように更に適合され
る、請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記心臓事象を示す電気信号を検出する手段は、前記埋め込み型医療装置に組み込まれ
る、請求項９に記載の装置。
【請求項１８】
　前記心臓事象を示す電気信号を検出する手段は、前記埋め込み型医療装置には組み込ま
れない、請求項９に記載の装置。
【請求項１９】
　前記リードは、前記圧力センサを含む、請求項１から１８のいずれかに記載の装置。
【請求項２０】
　前記制御装置は、交感神経系の緊張の増加を加減するために心筋梗塞後領域アンロード
治療の適用中に前記圧反射刺激を提供し、再構築制御のためのアンロード治療の適用中に
所望のパラメータを所望の範囲で維持するように前記圧反射刺激パルスを調節するように
適合される請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記所望のパラメータは心臓出力パラメータを含む、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記所望のパラメータは交感神経系の緊張のパラメータを含む、請求項２０に記載の装
置。
【請求項２３】
　心臓活性を感知し、前記心臓活性を示す信号を提供する心臓活性モニタと、
　前記心臓活性を示す信号を受信し、第１圧反射治療から第２圧反射治療に前記圧反射治
療を変化させるために前記心臓活性を示す信号に基づいて前記圧反射刺激信号を調節する
モジュレータと
　を更に含む、請求項１から１８のいずれかに記載の装置。
【請求項２４】
　前記心臓活性モニタは心拍数センサを含み、前記心臓活性を示す信号は心拍数信号を含
む、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記心臓活性モニタは呼吸モニタを含み、前記心臓活性を示す信号は呼吸信号を含む、
請求項２３または２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記心臓活性モニタは加速センサを含み、前記心臓活性を示す信号は加速信号を含む、
請求項２３から２５のいずれかに記載の装置。
【請求項２７】
　前記心臓活性モニタは少なくとも１つの圧力パラメータを感知するセンサを含み、前記
心臓活性を示す信号は、前記少なくとも１つの圧力パラメータを示す信号を含む、請求項
２３から２６のいずれかに記載の装置。
【請求項２８】
　前記心臓活性モニタは拍出量モニタを含み、前記心臓活性を示す信号は拍出量を示す信
号を含む、請求項２３から２７のいずれかに記載の装置。
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【請求項２９】
　前記心臓活性モニタは少なくとも１つの電気記録図測定を測定するモニタを含み、前記
心臓活性を示す信号は前記少なくとも１つの電気記録図測定を示す信号を含む、請求項２
３から２８のいずれかに記載の装置。
【請求項３０】
　前記心臓活性モニタは少なくとも１つの心電図（ＥＣＧ）測定を測定するモニタを含み
、前記心臓活性を示す信号は前記少なくとも１つのＥＣＧ測定を示す信号を含む、請求項
２３から２９のいずれかに記載の装置。
【請求項３１】
　有害事象を感知し、前記有害事象を示す信号を提供する有害事象検出器と、
　前記有害事象を示す信号を受信し、第１圧反射治療から第２圧反射治療に圧反射治療を
変化させるために前記有害事象を示す信号に基づいて前記圧反射刺激信号を調節するモジ
ュレータと
　を更に含む、請求項１から１８のいずれかに記載の装置。
【請求項３２】
　前記有害事象は有害心臓事象を含む、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記有害心臓事象は不整脈を含む、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記有害心臓事象は卒中を含む、請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　前記制御装置は、前記血圧に基づいて、前記圧反射刺激信号の振幅を調節するように適
合される、請求項１、１９、２３、３１のいずれかに記載の装置。
【請求項３６】
　前記圧反射刺激信号の周波数が調節される、請求項１、１９、２３、３１、３５のいず
れかに記載の装置。
【請求項３７】
　前記圧反射刺激信号のパルス周波数が調節される、請求項１、１９、２３、３１、３５
のいずれかに記載の装置。
【請求項３８】
　前記圧反射刺激信号の形態が調節される、請求項１、１９、２３、３１、３５のいずれ
かに記載の装置。
【請求項３９】
　前記圧反射刺激信号の振幅、周波数、パルス周波数からなる特性の群から選択される２
つ以上の特性が調節される、請求項１、１９、２３、３１、３５のいずれかに記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、全体として埋め込み型医療装置に、特に圧受容器刺激を使用して高血圧を減
少させるためのシステム、装置、及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内科的治療を施すために、心臓刺激器のような長期的に電気刺激器を埋め込むことは知
られている。心臓刺激器の例には、ペースメーカのような埋め込み型心律動管理（ＣＲＭ
）装置、埋め込み型除細動器（ＩＣＤ）、ペーシングや除細動機能を実行することが可能
な埋め込み型装置を含む。
【０００３】
　ＣＲＭ装置は、心律動の障害を治療するために、選択された心腔に電気刺激を提供する
埋め込み型装置である。例えば埋め込み型ペースメーカは、調子を合わせたペーシングパ
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ルスによって心臓をぺーシングするＣＲＭ装置である。適切に機能するならば、ペースメ
ーカは、最小心拍数を高めることによって代謝要求を満たすために、心臓自体が適切な律
動でぺーシングできないことを補う。ＣＲＭ装置によっては、収縮を調整するために心臓
の異なる区域に送り出されるペーシングパルスを同期させる。調整された収縮は、十分な
心拍出量を提供しながら、心臓が、効果的に汲み上げることを可能にする。
【０００４】
　心不全は、心機能が、末梢組織の代謝要求に応じるために適切なレベル未満に下がる正
常以下の心拍出量を引き起こす臨床的シンドロームを指す。心不全は、付随的静脈や肺鬱
血に起因する鬱血性心不全（ＣＨＦ）として現れることがある。心不全は、虚血性心疾患
のような種々の病因によっておきる。
【０００５】
　高血圧は、心疾患や他の関連した心臓共存症の原因である。血管が狭くなると、高血圧
が起こる。結果として、心臓は、より高い血圧で流れを維持するために、忙しく働き、そ
のことが、心不全の一因となる。ペースメーカ又は除細動器を埋め込まれた多くの患者だ
けでなく一般的な人口の多くの者が高血圧に苦しんでいる。血圧及び高血圧を減少させら
れるなら、これらの者に対して、長期死亡率だけでなく生存の質を改善することができる
。高血圧に苦しむ多くの患者は、生活様式の変更や、血圧降下剤に関連する治療のような
、治療に対して好反応を示さない。
【０００６】
　圧受容領域又は分野は、血圧の変化のような圧力変化を感知することが可能である。圧
受容領域は、本明細書において、圧受容器と呼ばれ、圧力変化の何らかのセンサを一般的
に含む。例えば、圧受容器は求心神経を含み、さらに内部からの血圧増加の結果生じ、か
つ血圧を減少させる傾向がある中央反射機構の受容器として機能し、壁の広がりに感受性
がある感覚神経終末を含む。圧反射は、負のフィードバックシステムとして機能し、かつ
圧受容器の刺激によって引き起こされる反射機構に関連する。圧力増加は、血管を広げ、
血管は、次に血管内の圧受容器を活性化させる。圧受容器の活性化は、内圧と動脈壁の広
がりを介して自然に起き、交感神経活性（ＳＮＡ）の圧反射抑制と全身血圧の減少を引き
起こす。圧受容器活性の増加はＳＮＡ減少を誘発し、ＳＮＡ減少は末梢血管抵抗を低下さ
せることにより、血圧を減少させる。
【０００７】
　圧受容器から導かれる求心神経幹を刺激する一般概念は知られている。例えば、直接電
気刺激が、迷走神経と頸動脈洞に加えられる。調査により、頸動脈洞神経の電気刺激は、
実験的高血圧の減少をもたらすこと、及び頸動脈洞自体の圧受容領域への直接電気刺激が
、実験的高血圧の反射減少を引き起こすことが示された。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　生活様式の変更や血圧降下剤を伴う治療に他の方法では好ましい反応を示さない患者に
おいて、高血圧を治療するために、かつ場合により他の患者の薬物依存を減少させるため
に、電気システムが提案された。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本要旨の種々の側面や実施態様は、圧反射治療を適用することと、圧反射治療の有効性
を示す生理学的パラメータを感知することと、生理学的パラメータに基づき、圧反射治療
を修正することとを含む方法を提供する。圧反射治療を適用することは、心臓の少なくと
も一部に血管内供給されるリードを使用して、心臓内又は心臓の近くで圧受容領域を電気
刺激することを含む。
【００１０】
　本要旨の種々の側面や実施態様は、交感神経活性を抑制するために、心臓の近傍の圧受
容器領域に心臓の少なくとも一部を介して血管内供給されるリードを介して圧反射治療を
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施す手段と、圧反射治療の実施を制御するために使用する圧反射治療の有効性に関するフ
ィードバックを提供する手段とを含む埋め込み型圧反射刺激器を提供する。種々の実施態
様によれば、埋め込み型刺激器は、パルス発生器と、リードと、センサと、制御装置とを
含む。パルス発生器は、圧反射治療の一環として圧反射刺激信号を発生させる。リードは
、パルス発生器に電気接続され、かつ心臓に血管内供給するように構成される。リードは
、心臓内又は心臓近傍で圧受容体領域に圧反射信号を送るために、心臓内又は心臓近傍に
位置決めされる電極を含む。センサは、圧反射治療の有効性に関する生理学的パラメータ
を感知し、かつ圧反射治療の有効性を示す信号を提供する。制御装置は、圧反射刺激信号
を制御するためにパルス発生器に接続され、かつ圧反射治療の有効性を示す信号を受信す
るためにセンサに接続される。
【００１１】
　この要約は、本出願の教示内容の幾つかの概要であり、本要旨の排他的又は包括的治療
であることを、意図しない。本要旨に関する更なる詳細は、詳細な説明及び添付の請求項
に見られる。他の側面は、各々が限定した意味で解釈されるべきでない、以下の詳細な説
明を読み、かつ理解し、かつその一部を形成する図面を見れば、当業者には明らかになる
であろう。本発明の範囲は、添付の請求項及びその等価物によって定義される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本要旨の以下の詳細な説明は、本要旨が実施される特定の側面や実施形態を例として示
す添付図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本要旨を実施することを可能にす
るために、十分に詳細に記載される。他の実施形態が、利用でき、かつ構造的、論理的、
電気的変更が、本要旨の範囲から逸脱することなく、なされる。本開示における「ある」
、「１つの」又は「種々の」実施形態への参照は、必ずしも同じ実施形態に向けられず、
かつかかる参照は、１つ以上の実施形態を意図している。従って、以下の詳細な記載は、
限定的な意味で解釈されるべきでなく、かつ範囲は、添付の請求項と、かかる請求項が権
利を与えられる法的等価物の全範囲によってのみ定義される。
【００１３】
高血圧及び圧反射生理学
　読者が本開示を理解することを支援するために、高血圧と圧受容器に関する生理学の簡
潔な論考を提供する。この簡潔な論考は、高血圧、自律神経系、圧反射を紹介する。
【００１４】
　高血圧は、心疾患や他の関連した心臓共存症の原因である。高血圧は、一般的に、心臓
血管損傷又は他の有害な結果を誘発しやすいレベルへの全身血圧の一過性又は持続的上昇
のような高い血圧に関連する。高血圧は、約１４０ｍｍＨｇを超える収縮期血圧、又は約
９０ｍｍＨｇを超える弛緩期血圧と専断的に定義された。血管が狭くなると高血圧が起こ
る。結果として、心臓は、流れをより高い血圧で維持するために、忙しく働く。制御され
ない高血圧の結果には、網膜血管疾患と発作、左心室肥大と不全、心筋梗塞、解離性動脈
瘤、腎血管疾患を含むが、それらに限定されない。
【００１５】
　自律神経系（ＡＮＳ）は、「不随意」器官を調節し、他方で随意（骨格）筋の収縮は、
体性運動神経によって制御される。不随意器官の例には、呼吸や消化器を含み、かつ血管
や心臓も含む。しばしば、ＡＮＳは、腺を調節し、皮膚、眼、胃、腸、膀胱の筋肉を調節
し、かつ例えば心筋や血管の周辺の筋肉を調節するために、不随意、反射的に機能する。
【００１６】
　ＡＮＳには、交感神経系と副交感神経系を含むが、それらに限定されない。交感神経系
は、ストレスや緊急事態への「闘争又は逃走応答」に密接に関係付けられる。幾つかの効
果の中でも、「闘争又は逃走応答」は、骨格筋血流を増加させるために血圧と心拍数を増
加させ、かつ「闘争又は逃走」のためのエネルギーを提供するために消化を減少させる。
副交感神経系は、緩和と「休息及び消化応答」に密接に関係付けられ、それは、幾つかの
効果の中でも、血圧と心拍数を減少させ、かつエネルギーを保存するために消化を増加さ
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せる。ＡＮＳは、正常な内部機能を維持し、かつ体性神経系と連携する。
【００１７】
　本開示の要旨は、一般的に、血管拡張と血管狭窄を含む、ＡＮＳが心拍数や血圧に対し
て有する効果に言及する。心拍数と力は、交感神経系が刺激される時に増加し、かつ交感
神経系が抑制される（副交感神経系が刺激される）時に減少する。図１Ａ、１Ｂは、末梢
血管制御の神経機構を示す。図１Ａは、一般的に血管運動中枢への求心神経を示す。求心
神経は、神経中枢に向かってインパルスを伝達する。血管運動中枢は、血管の寸法を制御
するために、血管を膨張させ、かつ収縮させる神経に関係する。図１Ｂは、一般的に血管
運動中枢からの遠心神経を示す。遠心神経は、神経中枢を避けてインパルスを伝達する。
【００１８】
　交感神経と副交感神経系を刺激することは、心拍数と血圧以外の効果を有する。例えば
、交感神経系を刺激することは、瞳孔を拡張させ、唾液と粘液生成を減少させ、気管支筋
を弛緩させ、胃の不随意収縮（蠕動）の連続波と胃の運動性を減少させ、肝臓によるグリ
コーゲンのブドウ糖への変換を増加させ、腎臓による尿分泌を減少させ、壁を弛緩させ、
かつ膀胱の括約筋を閉鎖する。副交感神経系を刺激すること（交感神経系を抑制すること
）は、瞳孔を収縮し、唾液と粘液生成を増加させ、気管支筋を収縮し、胃や大腸内の分泌
と運動性を増加させ、かつ小腸内の消化を増加させ、尿分泌を増加させ、かつ壁を収縮し
、かつ膀胱の括約筋を弛緩させる。交感神経と副交感神経系に関連する機能は多く、かつ
互いに複雑に統合されている。従って、１つの生理学系において血管拡張のような、所望
の応答を達成するために、交感神経系及び／又は副交感神経系の無差別の刺激は、他の生
理学系における望ましくない応答も、もたらす。
【００１９】
　圧反射は、圧受容器の刺激によって引き起こされる反射である。圧受容器は、内部から
の圧力増加の結果生じ、かつその圧力を減少させる傾向がある中央反射機構の受容器の役
割を果たす、壁の引き延ばしに感受性がある心耳、心臓脂肪体、大静脈、大動脈弓、頸動
脈洞の壁内の感覚神経終末のような、圧力変化のいかなるセンサも含む。その上、圧受容
器は、感覚神経終末から通じる迷走、大動脈、頸動脈神経のような求心神経幹を含む。圧
受容器を刺激することは、交感神経活性を抑制し（副交感神経系を刺激し）、かつ末梢血
管耐性と心臓収縮性を減少させることによって、全身血圧を減少させる。圧受容器は、内
圧によって及び動脈壁の引き延ばしによって自然に刺激される。
【００２０】
　本要旨の幾つかの側面は、神経系の無差別的な刺激の望ましくない効果を減少させると
ともに、所望の応答（例えば、高血圧減少）を刺激する目的で求心神経幹を刺激するより
もむしろ、動脈壁内の特定の神経終末を局部的に刺激する。例えば、実施形態によっては
、肺動脈内の圧受容器部位を刺激する。本要旨の実施形態によっては、圧受容器部位又は
大動脈内の神経終末、心腔、心臓の脂肪体の刺激を伴い、かつ本要旨の実施形態によって
は、迷走、頸動脈、大動脈神経のような求心神経幹を刺激することを伴う。実施形態によ
っては、カフ電極を使用して求心神経幹を刺激し、かつ実施形態によっては、求心神経幹
を刺激するために、電気刺激が、血管壁を通過するように、神経近傍の血管内に位置決め
される血管内リードを使用して、求心神経幹を刺激する。
【００２１】
　図２Ａ－２Ｃは心臓を示す。図２Ａに示すように、心臓２０１は、上大静脈２０２、大
動脈弓２０３、肺動脈２０４を含み、かつ図３－５の説明との文脈上の関係を与えるため
に有用である。以下でより詳細に論じるように、肺動脈２０４は圧受容器を含む。リード
は、心臓ペースメーカリードと同じように、末梢静脈を通り、かつ三尖弁を通り、心臓の
右心室（図中に明示せず）に血管内挿入され、かつ右心室から肺動脈弁を通り肺動脈に延
びる。肺動脈の一部と大動脈は互いに近接している。種々の実施形態は、肺動脈内に位置
決めされたリードを使用して大動脈内の圧受容器を刺激する。従って、本要旨の種々の側
面によれば、圧反射は、肺動脈に血管内挿入された少なくとも１つの電極によって、肺動
脈内又はその周辺で刺激される。あるいは、感圧能力を有する又は有さない無線刺激装置
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が、肺動脈にカテーテルを介して位置決めされる。刺激及び／又は刺激のためのエネルギ
ーの制御は、超音波、電磁又はその組み合わせを介してもう１つの埋め込み型又は外部装
置によって供給される。本要旨の側面は、肺動脈に圧受容器刺激器を血管内で埋め込むた
めに、比較的非侵襲性外科技術を提供する。
【００２２】
　図２Ｂ－２Ｃは、それぞれ心臓の右側と左側を示し、かつ圧受容器部位として機能する
神経終末を有する心臓脂肪体を更に示す。図２Ｂは、右心房２６７、右心室２６８、洞房
結節２６９、上大静脈２０２、下大静脈２７０、大動脈２７１、右肺静脈２７２、右肺動
脈２７３を示す。図２Ｂは、上大静脈と大動脈間の心臓脂肪体２７４も示す。心臓脂肪体
２７４内の圧受容器神経終末は、幾つかの実施形態において、脂肪体に固定された電極を
使用して、刺激され、かつ幾つかの実施形態において、例えば右肺動脈又は上大静脈のよ
うな血管内で脂肪体の近傍に位置決めされた血管内供給されるリードを使用して、刺激さ
れる。図２Ｃは、左心房２７５、左心室２７６、右心房２６７、右心室２６８、上大静脈
２０２、下大静脈２７０、大動脈２７１、右肺静脈２７２、左肺静脈２７７、右肺動脈２
７３、冠状静脈洞２７８を示す。図２Ｃは、右心臓静脈の近傍に位置する心臓脂肪体２７
９、及び下大静脈と左心房の近傍に位置する心臓脂肪体２８０も示す。脂肪体２７９内の
圧受容器神経終末は、幾つかの実施形態において、脂肪体２７９に固定された電極を使用
して刺激され、かつ幾つかの実施形態において、例えば右肺動脈２７３又は右肺静脈２７
２のような血管内で脂肪体の近傍に位置決めされた血管内供給されるリードを使用して、
刺激される。２８０内の圧受容器は、幾つかの実施形態において、脂肪体に固定された電
極を使用して刺激され、かつ幾つかの実施形態において、例えば下大静脈２７０又は冠状
静脈洞のような血管内で脂肪体の近傍に位置決めされた血管内供給されるリード、又は左
心房２７５内のリードを使用して、刺激される。
【００２３】
　図３は、頸動脈洞３０５、大動脈弓３０３、肺動脈３０４の区域内の圧受容器を示す。
大動脈弓３０３と肺動脈３０４は、図２Ａの心臓に関して以前に説明した。図３に示すよ
うに、迷走神経３０６は、延長し、かつ大動脈弓３０３内、頸動脈洞３０５内、総頸動脈
３１０内で圧受容器として機能する感覚神経終末３０７を提供する。舌咽神経３０８は、
頸動脈洞３０５内で圧受容器として機能する神経終末３０９を提供する。例えば神経終末
３０７や３０９は、内部からの圧力増加の結果生じる壁の引き延ばしに感受性がある。こ
れらの神経終末の活性化は圧力を減少させる。図中には示さないが、脂肪体と心臓の心房
や心室も圧受容器を含む。カフは、圧反射を刺激するために、圧受容器から血管運動中枢
に通じる迷走神経のような、求心神経幹の周辺に置かれる。本要旨の種々の実施形態によ
れば、求心神経幹は、求心神経の近傍の血管内に位置決めされたカフ又は血管内供給され
るリードを使用して刺激される。
【００２４】
　図４は、肺動脈４０４内とその周辺の圧受容器を示す。上大静脈４０２と大動脈弓４０
３が同様に示されている。示されるように、肺動脈４０４は、暗い区域によって一般的に
示すように、多数の圧受容器４１１を含む。更に、狭い間隔で置かれた圧受容器群が、動
脈管索のアタッチメント４１２の近くに位置する。図４は、心臓の右心室４１３と、右心
室４１３を肺動脈４０４から分離する肺動脈弁４１４も示す。本要旨の種々の実施形態に
よれば、リードは、肺動脈内及び／又はその周辺の圧受容器を刺激するために、末梢静脈
を通して挿入され、三尖弁を介して右心室に通され、かつ右心室４１３から肺動脈弁４１
４を介して肺動脈４０４に通される。種々の実施形態において、例えばリードは、動脈管
索４１２近くの圧受容器群を刺激するために位置決めされる。図５は、肺動脈幹５０４と
動脈管索近くの大動脈弓５０３内の圧受容器分野５１２を示す。幾つかの実施形態は、図
２Ｂ－２Ｃに示すように、大動脈及び／又は脂肪体内の圧受容器部位を刺激するために、
肺動脈内にリードを位置決めする。
【００２５】
　図６は、左大動脈神経が刺激された時の呼吸６１５と血圧６１６間の公知の関係を示す
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。神経が６１７で刺激されると、血圧６１６は降下し、かつ呼吸６１５は、呼吸波形のよ
り高い周波数と振幅によって示されるように、速くかつ深くなる。呼吸と血圧は、刺激が
除去された後、約１から２分で刺激前の状態に戻るように見える。本要旨の種々の実施形
態は、呼吸を血圧の代理パラメータとして使用することによって、この呼吸と血圧間の関
係を使用する。
【００２６】
　図７は、６ヶ月の断続的頸動脈神経刺激の間の、高血圧イヌにおける頸動脈神経刺激へ
の公知の血圧応答を示す。図は、刺激されたイヌ７１８の血圧が、同じく高血圧を有する
対照イヌ７１９の血圧よりも著しく低いことを示している。従って、断続的刺激は、高血
圧を減少させる圧反射を引き起こすことが可能である。
【００２７】
圧反射刺激器システム
　本要旨の種々の実施形態は、圧反射刺激器システムに関する。かかる圧反射刺激システ
ムは、本明細書において、神経刺激（ＮＳ）装置又はＮＳ部とも呼ばれる。神経刺激器の
例には、高血圧を治療するために使用される抗高血圧（ＡＨＴ）装置、又はＡＨＴ部を含
む。本要旨の種々の実施形態は、独立型埋め込み型圧反射刺激器システムを含み、ＮＳ及
び心律動管理（ＣＲＭ）部を統合した埋め込み型装置を含み、かつ無線で、又は埋め込み
型装置を接続するリード線を介して互いに通信することが可能な、少なくとも１つの埋め
込み型ＮＳ装置と埋め込み型ＣＲＭ装置を有するシステムを含む。同じ又は別個の装置内
で行われるＮＳ機能とＣＲＭ機能を統合することは、ＮＳ治療と心臓治療が、知的に協働
させることにより、これらの治療の側面を改善する。
【００２８】
　図８は、本要旨の種々の実施形態による、埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）８２１と、プ
ログラマ８２２とを含むシステム８２０を示す。ＩＭＤ８２１の種々の実施形態は、神経
刺激器機能のみを含み、かつ種々の実施形態はＮＳ機能とＣＲＭ機能の組み合わせを含む
。神経刺激器の幾つかの実施形態はＡＨＴ機能を提供する。プログラマ８２２とＩＭＤ８
２１は、データと命令を無線で通信することが可能である。種々の実施形態において、例
えば、プログラマ８２２とＩＭＤ８２１は、データと命令を無線で通信するために、遠隔
測定コイルを使用する。従って、プログラマは、ＩＭＤ８２１によって提供された、プロ
グラムされた治療を調整するために使用され、かつＩＭＤは、例えば無線遠隔測定を使用
して、（電池及びリード抵抗のような）装置データと（感知及び刺激データのような）治
療データをプログラマに報告する。種々の実施形態によれば、ＩＭＤ８２１は、ＡＨＴ治
療のようなＮＳ治療を提供するために、圧受容器を刺激する。ＩＭＤ８２１の種々の実施
形態は、心臓ペースメーカリードと同じような、右心室を介して供給され、かつ肺動脈に
更に供給されるリードを使用して、肺動脈内で圧受容器を刺激する。種々の実施形態によ
れば、ＩＭＤ８２１は、ＡＮＳ活性を感知するセンサを含む。かかるセンサは、閉ループ
制御システム内でフィードバックを行うために使用できる。例えば、種々の実施形態は、
ＡＮＳ活性を示す呼吸と血圧のような、代理パラメータを感知する。種々の実施形態によ
れば、ＩＭＤは、圧受容器を刺激する、及び／又はＡＮＳ活性を感知する能力に加えて、
ペーシング及び除細動能力のような、心臓刺激能力を更に含む。
【００２９】
　図９は、本要旨の種々の実施形態による、図８のシステム８２０に示すＩＭＤ８２１の
ような埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）９２１を示す。示したＩＭＤ９２１はＮＳ機能を行
う。示したＩＭＤ９２１の幾つかの実施形態は、ＡＨＴ機能を行い、かつ従って埋め込み
型ＡＨＴ装置を説明する。示した装置９２１は、制御回路９２３とメモリ９２４を含む。
制御回路９２３は、ハードウェア、ソフトウェア、及びハードウェアとソフトウェアの組
み合わせを使用して実装することが可能である。例えば、種々の実施形態によれば、制御
回路９２３は、ＡＨＴ治療のようなＮＳ治療に関連した機能を行うメモリ９２４内に記録
された命令を実行するプロセッサを含む。例えば、示した装置９２１は、プログラマか、
他の外部又は内部装置と通信するために使用するトランシーバ９２５とそれに関連した回
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路とを更に含む。種々の実施形態は無線通信能力を有する。例えば、幾つかのトランシー
バ実施形態は、プログラマか、他の外部又は内部装置と無線通信するために、遠隔測定コ
イルを使用する。
【００３０】
　示した装置９２１は、圧受容器刺激回路９２６を更に含む。装置９２１の種々の実施形
態はセンサ回路９２７も含む。１つ以上のリードが、センサ回路９２７と圧受容器刺激回
路９２６とに接続される。圧受容器刺激回路９２６は、１つ以上の刺激電極を介して、肺
動脈内の圧受容器部位のような所望の圧受容器に電気刺激パルスを適用するために使用さ
れる。センサ回路９２７は、ＡＮＳ神経活性、及び／又はＡＮＳ活性を判定するための血
圧、呼吸等のような、代理パラメータを検出し、処理するために使用される。
【００３１】
　種々の実施形態によれば、刺激回路９２６は、次のパルス特性：刺激パルスの振幅９２
８、刺激パルスの周波数９２９、パルスのバースト周波数９３０又はデューティサイクル
、パルスの波形態９３１のいずれか１つ、又は２つ以上の組み合わせを設定するモジュー
ルを含む。波形態の例は、方形波、三角波、正弦波だけでなく自然発生的な圧反射刺激を
示すような、白色雑音を模倣するための所望の調和成分を有する波を含む。
【００３２】
　図１０Ａ－１０Ｃは、本要旨の種々の実施形態による統合圧力センサ（ＩＰＳ）を有す
る圧受容器刺激リードを示す。正確な縮尺で書かれていないが、これらの示したリード１
０３２Ａ、１０３２Ｂ、１０３２Ｃは、血圧の変化、及びそれ故に圧受容器刺激の効果を
観察するための圧受容器刺激電極１０３４を有するＩＰＳ１０３３を含む。これらのリー
ドの例示は、本要旨の他の側面や実施形態を限定するとして読まれるべきでない。種々の
実施形態において、例えば、マイクロ電気機構システム（ＭＥＭＳ）技術が、血圧を感知
するために使用される。幾つかのセンサの実施形態は膜の変位に基づいて血圧を判定する
。
【００３３】
　図１０Ａ－１０Ｃは、リード上のＩＰＳを示す。幾つかの実施形態は、ＩＭＤ又はＮＳ
装置内にＩＰＳを埋め込む。刺激器とセンサ機能が、別個のリード又は位置に置かれてい
ても、刺激器とセンサ機能は統合できる。
【００３４】
　図１０Ａに示すリード１０３２Ａは、遠位に位置付けられた圧受容器刺激電極１０３４
とＩＰＳ１０３３を含む。このリードは、例えば、心房と心室腔内の、及び／又は心臓脂
肪体内の肺動脈、大動脈弓、動脈管索、冠状動脈洞内の圧受容器部位のような、圧受容器
部位を刺激するために、血管内導入することが可能である。
【００３５】
　図１０Ｂに示すリード１０３２Ｂは、チップ電極１０３５、第１リング電極１０３６、
第２リング電極１０３４、ＩＰＳ１０３３を含む。このリードは、心腔内又は近傍に血管
内挿入でき、かつ電極１０３５、１０３６、１０３４の少なくとも幾つかが、心臓をぺー
シングするか、あるいは他の方法で刺激するために使用でき、かつ電極の少なくとも幾つ
かが、少なくとも１つの圧受容器部位を刺激できるように、圧受容器部位の近傍に更に位
置付けられる。ＩＰＳ１０３３は、血圧を感知するために使用される。種々の実施形態に
おいて、ＩＰＳは、刺激のために選択された圧受容器部位の近傍の血管内の血圧を感知す
るために使用される。
【００３６】
　図１０Ｃに示すリード１０３２Ｃは、遠位に位置付けられた圧受容器刺激電極１０３４
、ＩＰＳ１０３３、リング電極１０３６を含む。このリード１０３２Ｃは、例えば、右心
房と心室に、かつ次に肺動脈弁を通り、肺動脈に血管内挿入される。装置内のプログラミ
ング次第で、電極１０３６は、右心室内で起こり得るような、心臓活性を調整及び／又は
感知するために使用でき、かつ電極１０３４とＩＰＳ１０３３は、圧反射活性を、代理パ
ラメータを介して直接又は間接的に刺激し、感知するために、肺動脈内又はその近くの圧
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受容器の近くに位置する。
【００３７】
　従って、本要旨の種々の実施形態は、ＩＰＳを使用して圧受容器刺激を自動的に調節す
る埋め込み型ＮＳ装置を提供する。圧力センサをリードに統合することは、刺激に関して
局在化フィードバックを提供する。この局在化感知は、フィードバック制御を改善する。
例えば、統合センサは、標的が、連続して外されないように、圧反射の慣性を補償するた
めに使用できる。種々の実施形態によれば、装置は、平均動脈圧、収縮期圧、弛緩期圧等
のような圧力パラメータを観察する。平均動脈圧が、増加するか、又はプログラム可能な
標的圧力より大きいままでいる時に、例えば、装置は、血圧を減少させ、かつ高血圧を制
御するために、増加した速度で圧受容器を刺激する。平均動脈圧が、標的圧力に向けて減
少する時に、装置は、圧受容器刺激を減少させることによって応答する。種々の実施形態
において、アルゴリズムは、現在の代謝状態（心臓要求）を考慮し、かつそれに応じて神
経刺激を調整する。ＩＰＳを有するＮＳ装置は、埋め込み型ＮＳ装置が患者の高血圧レベ
ルを判定すること、及び治療の適切なレベルを送ることによって応答する圧受容器刺激を
自動的に調節することが可能である。しかしながら、ＮＳ又は神経刺激装置内に存在しな
いセンサを含む他のセンサが、閉ループフィードバック制御を提供するために、使用でき
ることに注意されたい。
【００３８】
　図１１は、本要旨の種々の実施形態による、抗高血圧（ＡＨＴ）部１１３７と、心律動
管理（ＣＲＭ）部１１３８とを有する図８で８２１に示すような、埋め込み型医療装置（
ＩＭＤ）１１２１を示す。示した装置１１２１は制御装置１１２３とメモリ１１２４とを
含む。種々の実施形態によれば、制御装置１１２３は、圧受容器刺激とＣＲＭ機能を行う
ために、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアの組み合わせを
含む。例えば、本開示において論じられるプログラムされた治療応用は、メモリ内に具体
化され、かつプロセッサによって実行されるコンピュータ読み取り可能な命令として記憶
されることが可能である。種々の実施形態によれば、制御装置１１２３は、圧受容器刺激
とＣＲＭ機能を行うために、メモリ内に記録された命令を実行するプロセッサを含む。示
した装置１１２１は、プログラマか、他の外部又は内部装置と通信するために使用するた
めのトランシーバ１１２５とそれに関連した回路とを更に含む。種々の実施形態は遠隔測
定コイルを含む。
【００３９】
　ＣＲＭ治療部１１３８は、１つ以上の電極を使用して、心臓を刺激し、及び／又は心臓
信号を感知するための部材、すなわち制御装置の管理に基づいた部材を含む。ＣＲＭ治療
部は、心臓を刺激するために電極を介して電気信号を提供するために使用されるパルス発
生器１１３９を含み、かつ感知された心臓信号を検出し、処理するための感知回路１１４
０を更に含む。インタフェース１１４１は、一般的に制御装置１１２３がパルス発生器１
１３９と感知回路１１４０との間で通信するために使用される。３つの電極は、ＣＲＭ治
療を提供するための使用の例として示される。しかしながら本要旨は、特定の数の電極部
位に限定されない。各電極は、その固有のパルス発生器と感知回路とを含むことができる
。しかしながら、本要旨は、そのように限定されない。パルス発生と感知機能は、複数の
電極により機能するために多重化できる。
【００４０】
　ＮＳ治療部１１３７は、圧受容器を刺激し、及び／又は神経活性に関連したＡＮＳパラ
メータ又は血圧や呼吸のようなＡＮＳパラメータの代理を感知するために、制御装置の管
理に基づいた部材を含む。ＡＮＳ治療を提供するために使用する３つのインタフェース１
１４２が示されている。しかしながら、本要旨は、特定の数のインタフェース、又は何ら
かの特定の刺激や感知機能に限定されない。パルス発生器１１４３は、圧受容器部位を刺
激するために使用する電極に電気パルスを供給するために使用される。種々の実施形態に
よれば、パルス発生器は、方形波、三角波、正弦波、白色雑音又は他の信号を模倣するた
めの所望の調和成分を有する波のような、刺激パルスの振幅、刺激パルスの周波数、パル
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スのバースト周波数、パルスの形態を設定し、かつ実施形態によっては変更する回路を含
む。感知回路１１４４は、神経活性、血圧、呼吸等のセンサのような、センサからの信号
を検出し、処理するために使用される。制御装置１１２３がパルス発生器１１４３と感知
回路１１４４の間の通信のために使用される一般的なインタフェース１１４２が示されて
いる。各インタフェースは、例えば別個のリードを制御するために使用できる。ＮＳ治療
部の種々の実施形態は、圧受容器を刺激するためのパルス発生器のみを含む。例えば、Ｎ
Ｓ治療部はＡＨＴ治療を実施する。
【００４１】
　本要旨の側面は、圧受容器反射を活性化し、かつ血管運動中枢からの交感神経放出を抑
制するために、血圧を観察し、かつ圧受容器を刺激することによって高血圧を治療するた
めに特別に設計された、長期的に埋め込まれた刺激システムに関する。圧受容器は、頚動
脈洞や大動脈弓のような種々の解剖学的位置にある。他の圧受容器の位置には、動脈管索
を含む肺動脈と、心房や心室腔内の部位とを含む。種々の実施形態において、システムは
、ペースメーカ／除細動器、又は他の電気刺激システムに統合される。システムの部材に
は、高周波パルス発生器と、血圧又は他の適切な生理学的パラメータを観察するセンサと
、電気刺激を圧受容器に適用するリードと、刺激を投与する適切な時間を判定するアルゴ
リズムと、表示と患者管理のためのデータを操作するアルゴリズムとを含む。
【００４２】
　種々の実施形態は患者にＡＨＴ治療のような電気媒介ＮＳ治療を施すシステムに関する
。種々の実施形態は、「独立型」パルス発生器を、肺動脈のような心臓近傍の圧受容器を
直接刺激する、侵襲が最小の単極リードと組み合わせる。本実施形態は、専門家の技能に
欠ける一般的な医者が埋め込むことができるようになっている。種々の実施形態は、血圧
を示すパラメータを感知できる簡易な埋め込みシステムを組み込んでいる。このシステム
は、所望の生活の質を維持するように、治療的出力（波形振幅、周波数等）を調整できる
。種々の実施形態において、埋め込みシステムはパルス発生装置とリードシステムとを含
み、その刺激電極は、経静脈インプラント技術を使用して、心内膜圧受容器組織の近くに
位置決めされる。もう１つの実施形態は、ＮＳ治療を、伝統的な徐脈型不整脈、頻脈型不
整脈、及び／又は鬱血性心不全（ＣＨＦ）治療と組み合わせるシステムを含む。幾つかの
実施形態は、装置のヘッダから出て、修正された伝統的なパルス発生システムからペーシ
ングされる追加の「圧受容器リード」を使用する。１つの実施形態において、伝統的ＣＲ
Ｍリードが、圧受容器部位の近くに自然に位置決めされる近位電極を組み込むように修正
される。これらのリードによって、遠位電極はＣＲＭ治療を提供し、かつ近位電極は圧受
容器を刺激する。
【００４３】
　これらの実施形態によるシステムは、一部成功した治療戦略を増加させるために使用で
きる。例として、望ましくない副作用によって幾つかの薬剤の使用が制限される。これら
の実施形態によるシステムを減少させた薬物容量と組み合わせることは、得に有益である
。
【００４４】
　種々の実施形態において、リードとリード上の電極は、電極が適切にパルスを伝達でき
、かつ心臓からの信号を感知できるように心臓に対して、かつ圧反射を刺激するために圧
受容器に対して物理的に配置される。多数のリードがあり、リード当り多数の電極がある
ので、形状は、特殊な１つ以上の電極を使用するためにプログラムされる。種々の実施形
態によれば、圧反射は、求心神経幹を刺激することによって刺激される。
【００４５】
　図１２は、本要旨の種々の実施形態によるプログラマ１２２２と、埋め込み型神経刺激
（ＮＳ）装置１２３７と、埋め込み型心律動管理（ＣＲＭ）装置１２３８とを含むシステ
ム１２２０を示す。種々の側面は、ＡＨＴ装置のようなＮＳ装置１２３７とＣＲＭ装置１
２３８の間又はそれと他の心臓刺激器の間で通信する方法を含む。種々の実施形態におい
て、この通信は、装置１２３７又は１２３８の一方が、他方の装置から受信したデータに



(13) JP 4755111 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

基づき、より適切な治療（すなわち、より適切なＮＳ治療又はＣＲＭ治療）を行うことを
可能にする。幾つかの実施形態はオンデマンド通信を提供する。種々の実施形態において
、この通信は、装置１２３７、１２３８の各々が、他方の装置から受信したデータに基づ
き、より適切な治療（すなわち、より適切なＮＳ治療又はＣＲＭ治療）を施すことを可能
にする。示したＮＳ装置１２３７とＣＲＭ装置１２３８は、互いに無線通信することが可
能であり、かつプログラマは、ＮＳ装置とＣＲＭ装置１２３７、１２３８の少なくとも一
方と無線通信することが可能である。例えば、種々の実施形態は、互いにデータと命令を
無線通信するために、遠隔測定コイルを使用する。他の実施形態において、データ及び／
又はエネルギーの通信は超音波手段による。
【００４６】
　幾つかの実施形態において、ＮＳ装置１２３７は、ＮＳ治療を行うために、圧反射を刺
激し、かつＡＮＳ活性を示す呼吸や血圧のような代理パラメータを使用して、又は直接的
にＡＮＳ活性を感知する。ＣＲＭ装置１２３８は、ペーシングや除細動能力のような心臓
刺激能力を含む。ＮＳ装置とＣＲＭ装置１２３７、１２３８の間に無線通信を提供するよ
りも、種々の実施形態は、ＮＳ装置１２３７とＣＲＭ装置１２３８の間で通信するために
使用する静脈内に供給される通信ケーブル又はワイヤを提供する。
【００４７】
　図１３は、本要旨の種々の実施形態による、図１２のシステムにおいて１２３７で示し
たような、埋め込み型神経刺激（ＮＳ）装置１３３７を示す。図１４は、本要旨の種々の
実施形態による、図１２のシステムにおいて１２３８で示したような埋め込み型心律動管
理（ＣＲＭ）装置１４３８を示す。ＮＳ装置１３３７の部材の機能は、図９、１１（ＮＳ
部１１３７）に関して以前論じられ、かつＣＲＭ装置１２３８の部材の機能は、図１１（
ＣＲＭ部１１３８）に関して以前論じられた。簡略にするため、ＮＳやＣＲＭに関するこ
れらの論議はここで繰り返さない。ＮＳ装置やＣＲＭ装置の種々の実施形態は、互いに無
線通信するために、それぞれ無線トランシーバ１３２５、１４２５を含む。ＮＳ装置やＣ
ＲＭ装置の種々の実施形態は、互いに無線通信するために、遠隔測定コイル又は超音波振
動子を含む。
【００４８】
　種々の実施形態によれば、例えば、ＮＳ装置は、それとＣＲＭ装置との間でデータを交
換することを可能にし、ＮＳ装置が、心拍数、毎分換気量、心房活性化、心室活性化、心
臓事象のような電気生理学的パラメータに基づき治療を修正することを可能にする遠隔測
定コイルを備える。その上、ＣＲＭ装置は、平均動脈圧、収縮期圧、弛緩期圧、圧受容器
刺激速度のようなＮＳ装置から受信したデータに基づいて治療を修正する。
【００４９】
　幾つかのＮＳ装置の実施形態は、既存のＣＲＭ装置によって獲得される生理学的データ
を受信することによってＮＳ装置の機能を高めることができるように、既存のＣＲＭと共
に患者に埋め込むことが可能であ。２つ以上の埋め込まれた装置の機能性は、埋め込まれ
た装置間の、又はそれらの中での通信能力を提供することによって高められる。種々の実
施形態において、装置を互いに無線通信するように設計することによって、機能性をより
高くすることができる。
【００５０】
　図１５は、本要旨の種々の実施形態による、図８、１２のシステムにおいて示されるプ
ログラマ８２２、１２２２のような、プログラマ１５２２、又は埋め込み型医療装置１２
３７及び／又は１２３８と通信するための他の外部装置を示す。もう１つの外部装置の例
には、個人情報端末（ＰＤＡ）、又は高度患者管理（ＡＰＭ）システムにおける個人ラッ
プトップやデスクトップのコンピュータを含む。示した装置１５２２は、制御回路１５４
５とメモリ１５４６とを含む。制御回路１５４５は、ハードウェア、ソフトウェア、さら
にはハードウェアとソフトウェアの組み合わせを使用して実装することができる。例えば
、種々の実施形態によれば、制御回路１５４５は、埋め込み型装置への通信データ及び／
又はプログラミング命令を含む多数の機能を実行するために、メモリ１５４６に記録され
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た命令を実行するために、プロセッサを含む。示した装置１５２２は、トランシーバ１５
４７や、埋め込み型装置と通信するために使用する関連した回路を更に含む。種々の実施
形態は、無線通信能力を有する。例えば、トランシーバ１５４７と関連した回路の種々の
実施形態は、埋め込み型装置と無線通信するために使用する遠隔測定コイルを含む。示し
た装置１５２２は、ディスプレイ１５４８やキーボード又はマウス／ポインタのような入
力／出力装置１５４９を含み、通信ネットワーク上のような他の装置との通信に使用する
通信インタフェース１５５０を更に含む。
【００５１】
プログラムされた治療の適用
　システムのＮＳ機能及び／又はＣＲＭ機能は、それらが２つの別個にかつ分離された埋
め込み型装置として実装されても、１つの埋め込み型装置の部材として統合されようと、
ＮＳ治療及び／又はＣＲＭ治療、又は治療の一部を実行するためにプロセッサを含む。幾
つかの実施形態において、ＮＳ治療はＡＨＴ治療を提供する。これらのプロセスは、例え
ばメモリに記録されたコンピュータ読み取り可能な命令を実行するプロセッサによって行
うことができる。これらの治療は、種々のプロセスと機能を有し、幾つかが下記で識別さ
れ、かつ論じられる多数の用途を含む。本要旨の幾つかの実施形態が、２つ以上の下記の
プロセスと機能の組み合わせを含むので、これらの治療のプロセス及び機能は、必ずしも
相互に排他的でない。
【００５２】
正確に信号を感知するための神経刺激の説明
　図１６Ａ－１６Ｄは、本要旨の種々の実施形態による、神経刺激（ＮＳ）装置からの電
気刺激と心律動管理（ＣＲＭ）装置による感知の間の干渉を回避するためのシステム及び
方法を示す。神経刺激は、信号を感知する能力を改善し、かつそれ故に心臓事象の検出に
関連する偽陽性を減少又は除去する。ＮＳ装置は、幾つかの実施形態においてＡＨＴ装置
を含む。例えば、幾つかの実施形態によれば、ＮＳ装置は、ＣＲＭ装置が圧反射刺激に意
図しない反応をしないように、圧反射刺激と通信し、かつ回避又はその他の方法で補償す
る。幾つかの実施形態は、圧反射刺激を、心臓内の適切な屈折と自動的に同期化する。例
えば、幾つかのシステムは、肺動脈内又は周辺の圧受容器の刺激を心房活性化と自動的に
同期させる。従って、ＣＲＭ装置の機能は、圧反射刺激が、心臓電気活性を検出するＣＲ
Ｍセンサや心臓の近くで発生した時でさえも、圧反射刺激によって発生した遠方界ノイズ
を検出することによって悪影響を及ぼされない。
【００５３】
　図１６Ａは、（ＮＳ装置又は統合されたＮＳ装置／ＣＲＭ装置内のＮＳ部によって実行
されるような）ＮＳ機能１６５１と、（ＣＲＭ装置又は統合されたＮＳ装置／ＣＲＭ装置
内のＣＲＭ部によって実行されるような）ＣＲＭ機能１６５２と、ＮＳ機能とＣＲＭ機能
の間で通信する能力１６５３とを含むシステム１６５４を一般的に示す。示した通信は、
二方向無線通信である。しかしながら、本要旨は、一方向通信を検討し、かつ有線通信も
更に検討する。その上、本要旨は、ＮＳ機能とＣＲＭ機能１６５１、１６５２が、単一の
埋め込み型装置に統合され、装置内で、又は別個の埋め込み型装置内で通信信号を送信し
、受信する。神経刺激の一環としての圧反射刺激が特に論じられたが、本要旨のこの側面
は、センサによって検出可能であり、かつ他の電気刺激器から発生する意図しない干渉を
回避し、又は説明し、又は他の方法で補償するために、適用可能である。
【００５４】
　図１６Ｂは、種々の実施形態による、ＣＲＭ機能が意図しない圧反射刺激に反応しない
プロセスを示す。図１６Ｂは、圧受容器が電気刺激される時に、ＮＳ装置又はＮＳ部１６
５１が警告を送信するか、又はその他の方法でＣＲＭ装置又はＣＲＭ部に知らせるプロセ
スを示す。示した実施形態において、ＮＳ装置／ＮＳ部は、圧反射刺激のような電気刺激
が加えられるべきか否かを１６５５で判定する。電気刺激が加えられるべき時、ＮＳ装置
又はＮＳ部１６５１は、１６５６で警告１６５７を送信するか、又はその他の方法で電気
刺激のＣＲＭ装置又はＣＲＭ部１６５２に知らせる。１６５８で、電気刺激はＮＳ装置／
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ＮＳ部によって加えられる。１６５９で、感知を含むＣＲＭ治療が行われる。１６６０で
、ＣＲＭ装置／ＣＲＭ部は、警告１６５７がＮＳ装置／ＮＳ部から受信されたか否かを判
定する。警告が受信されたならば、事象検出アルゴリズムは、検出閾値を高め、ブラック
アウト又はブランキングウインドウを提供し、又はさもなければ、ＮＳ装置又はＮＳ部内
の電気刺激が、ＣＲＭ装置／ＣＲＭ部による事象として誤解されることを防ぐために１６
６１で修正される。
【００５５】
　図１６Ｃは、種々の実施形態による、ＣＲＭ機能が意図せずに圧反射刺激と反応しない
プロセスを含む。ＣＲＭ装置／ＣＲＭ部１６５２は、１６６２で心臓の不応期を判定する
。１６６３で、不応期が起きているか、又は予測できる時間内に起きることが見込まれる
ならば不応期に対応するイネーブル１６６４が、ＮＳ装置／ＮＳ部１６５１に提供される
。ＡＨＴ装置／ＡＨＴ部１６５１は、電気刺激が１６５５で望ましいか判定する。望まし
い時、ＡＨＴ装置／ＡＨＴ部は、イネーブル信号１６６４によって制御されるように、１
６６６で不応期中に電気刺激を適用する。図１６Ｄは、心臓内の１６６７での不応期と、
圧反射刺激１６６８とを示し、かつ圧反射刺激が不応期中に適用されることを更に示す。
【００５６】
　不応期は、絶対的不応期と相対的不応期の両方を含む。心臓組織は、絶対的不応期中に
刺激されることが不可能である。絶対的不応期中の必要な刺激閾値は基本的に無限である
。相対的不応期は絶対的不応期の後に起きる。相対的不応期中に心臓組織が再分極し始め
ると、刺激閾値は当初非常に高く、かつ相対的不応期終了時までに通常の刺激閾値に降下
する。従って、種々の実施形態によれば、神経刺激器は、神経刺激が心臓組織を捕捉する
ことを妨げるために十分に高い刺激閾値に対応する絶対不応期中か、又は相対的不応期の
一部中に神経刺激を適用する。
【００５７】
　本要旨の種々の実施形態は、心房活性化を感知し、かつ肺動脈刺激を心房不応期に限定
し、近隣の心房組織の無意図的な刺激を回避する方法に関する。埋め込み型圧受容器刺激
装置は、心房感知リードによって心房活性化を観察する。肺動脈内のリードは、血管壁内
で圧受容器を刺激する。しかしながら、これらの圧受容器を連続的に刺激する代わりに、
肺動脈内の圧受容器の刺激が、固有の心房速度と活性化を維持し、近隣の心房心筋を捕捉
することを避けるために、心房不応期中に起きる。本要旨の種々の実施形態は、肺動脈壁
内の圧受容器を刺激する埋め込み型装置を心房感知能力と組み合わせる。種々の実施形態
は、心臓脂肪体内、心腔、及び／又は求心神経内の圧受容器を刺激する。
【００５８】
　図１７は、本要旨の種々の実施形態による、圧反射刺激を調節するシステムを示す。示
したシステムは、肺動脈内や周辺で圧受容器を刺激する刺激器のような圧反射刺激器１７
５１を含む。圧反射刺激器は、独立型ＮＳ装置内に、又は例えば統合ＮＳ装置／ＣＲＭ装
置内のＮＳ部として含まれる。示した刺激器１７５１は、適用される圧反射刺激を選択的
に増加又は減少させるモジュレータ１７６９を含む。種々の実施形態によれば、モジュレ
ータ１７６９は、次のモジュールのいずれか１つを含む。刺激パルスの振幅を変更するモ
ジュール１７７０。刺激パルスの周波数を変更するモジュール１７７１。刺激パルスのバ
ースト周波数を変更するモジュール１７７２。バースト周波数はデューティサイクルとも
呼ばれる。種々の実施形態によれば、モジュレータ１７６９は、２つ以上のモジュール１
７７０、１７７１、１７７２の種々の組み合わせのための機能を含む。その上、刺激器は
、制御信号に応答して様々な波形を提供することが可能な波形発生器を含むことができる
。
【００５９】
　システムの種々の実施形態は、所望のレベルの圧反射刺激を適切に適用するために刺激
器１７５９のモジュレータ１７６９を制御することが可能な、心臓活性モニタ１７７３、
有害事象検出器１７７４、呼吸モニタ１７７５、サーカディアンリズムテンプレート１７
７６のいずれか１つ又はいずれかの組み合わせを含む。これら１７７３、１７７４、１７
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７５、１７７６の各々は、圧反射信号を調節する方法に関連する。種々の実施形態によれ
ば、システムは、次のパラメータ又はパラメータの組み合わせに基づき、圧反射信号を調
節する手段を含む。心臓活性（１７７３）。有害事象（１７７４）。呼吸（１７７５）。
サーカディアンリズム（１７７６）。心臓活性（１７７３）と有害事象（１７７４）。心
臓活性（１７７３）と呼吸（１７７５）。心臓活性（１７７３）とサーカディアンリズム
（１７７６）。有害事象（１７７４）と呼吸（１７７５）。有害事象（１７７４）とサー
カディアンリズム（１７７６）。呼吸（１７７５）とサーカディアンリズム（１７７６）
。心臓活性（１７７３）、有害事象（１７７４）、呼吸（１７７５）。心臓活性（１７７
３）、有害事象（１７７４）、サーカディアンリズム（１７７６）。心臓活性（１７７３
）、呼吸（１７７５）、サーカディアンリズム（１７７６）。有害事象（１７７４）、呼
吸（１７７５）、サーカディアンリズム（１７７６）。心臓活性（１７７３）、有害事象
（１７７４）、呼吸（１７７５）、サーカディアンリズム（１７７６）。
【００６０】
　刺激は、カフ電極又は神経幹の近傍に位置決めされる血管内供給されるリードを使用し
て、迷走神経のような求心神経幹に加える。刺激は、例えば、血管内供給されるリードを
使用して、肺動脈、大動脈弓、頚動脈洞に位置するような圧受容器部位に加える。刺激は
、血管内供給されるリードを使用することによって、又は脂肪体に電極をはめ込むことに
よって、心臓脂肪体内に位置する圧受容器部位に加える。例えば、心臓活性検出器１７７
４の実施形態は、心拍数モニタ１７７７、毎分換気量モニタ１７７８、加速モニタ１７７
９のいずれか１つ又はいずれかの組み合わせを含む。呼吸モニタ１７７５は血圧を観察す
る代理として機能する。呼吸モニタ１７７５の実施形態は、一回呼吸量モニタ１７８０と
毎分換気量モジュール１７８１のいずれか１つ又はいずれかの組み合わせを含む。サーカ
ディアンリズムテンプレート１７７６の実施形態は、カスタム発生テンプレート１７８２
や事前プログラムされたテンプレート１７８３のいずれか１つ又はいずれかの組み合わせ
を含む。これらの実施形態は、図１８Ａ－１８Ｃ、１９Ａ－１９Ｂ、２０Ａ－２０Ｂ、２
１Ａ－２１Ｅ、２２、２３Ａ－２３Ｃに関して以下でより詳細に論じる。
【００６１】
　種々の実施形態が、ＡＨＴ治療を提供するために、サーカディアンリズムテンプレート
を使用する。種々の実施形態が、無呼吸治療を提供するために、サーカディアンリズムテ
ンプレートを使用する。
【００６２】
収縮期間隔に基づく圧反射刺激の調節
　交感又は副交感神経系は、ある種の収縮期間隔、主に前駆出期（ＰＥＰ）、心室内の感
知された電気活性（例えば「Ｒ」波の感知）、血液の心室排出開始の間の時間間隔を変更
することが知られている。ＰＥＰは、肺動脈圧センサを使用して、感知された電気事象か
ら肺動脈内の圧力増加開始に測定されるか、又は右心室に位置付けられるか又は左心室に
広がる電極を使用して、排出中に心室容量の減少を伴う、心臓内インピーダンスの増加開
始に測定される。休息時、例えば加速度計によって測定される心拍数又は身体活性によっ
て判定されるように、神経刺激は事前にプログラムされた範囲内でＰＥＰを維持するよう
に調節される。突然のＰＥＰ減少は、運動又は情動ストレスに関連する交感神経系の緊張
の増加を示す。この条件は、心拍数増加と代謝要求を満たすために必要な収縮性を可能に
する神経刺激を減少させるために使用できる。同様に、以下に続く、ＰＥＰを劇的に長く
することは、増加した代謝要求の終了を表す。この時点で、神経刺激による血圧制御を、
再開し得る。
【００６３】
心臓活性に基づく圧反射刺激の調節
　本要旨は、心拍数、毎分換気量、加速、それらの組み合わせによって判定できるような
、心臓活性に基づいて圧受容器刺激を自動的に調節する方法を記載する。圧受容器を電気
刺激する装置の機能性は、代謝要求が比較的低いときに、休息中に少なくとも比較的高い
圧ペーシング(baropacing)速度を、かつ代謝要求が増加する時の身体運動中に漸次低い圧
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ペーシングを適用することによって高められる。心臓活性の指数は、圧受容器の電気刺激
を自動的に調節するために使用され、埋め込み型抗高血圧装置が、代謝要求の変化に応答
することを可能にする。種々の実施形態により、ペースメーカ、ＡＩＣＤ装置又はＣＲＴ
装置のようなＣＲＭ装置は、圧受容器刺激リードを同様に有する。装置は、例えば混合セ
ンサを使用する既存の方法を介して心臓活性を観察する。混合センサは、加速や毎分換気
量のようなパラメータを測定する２つのセンサを含む。混合センサの出力は複合パラメー
タになる。種々のＮＳ治療とＡＨＴ治療が、本開示において論じたような２つ以上の感知
されたパラメータから導かれる複合パラメータを使用する。休息時（低い心臓活性）に装
置は、圧受容器を高い速度で刺激し、血圧を減少させ、かつ高血圧を制御する。心臓活性
が増加すると、装置は、圧受容器刺激を一時的に減少させることによって応答する。この
ことは、血圧や心臓出力の一時的増加をもたらし、身体が、増加した代謝要求に応答する
ことを可能にする。例えば、幾つかの実施形態は、休息中に圧反射刺激を提供し、かつ運
動中に、運動への正常な血圧応答に一致させるために、圧反射刺激を取り消す。圧変換器
が活性を判定するために使用できる。更に、活性は、心拍感応型ペーシングを駆動するた
めに使用される又は使用されたセンサを使用して感知できる。かかるセンサの例には、身
体の動き、心拍数、ＱＴ感覚、呼吸数、経胸部インピーダンス、一回呼吸量、毎分換気量
、体位、脳波図（ＥＥＧ）、心電図（ＥＣＧ）、眼電図（ＥＯＧ）、筋電図（ＥＭＧ）、
筋緊張、体温、パルス酸素濃度計、時刻、心臓内インピーダンスからの前駆出期間隔を検
出するセンサを含む。
【００６４】
　心臓活性モニタの種々の実施形態には、平均動脈パラメータ、収縮期と弛緩期圧力の差
によって判定される脈圧、収縮終期圧力（収縮期終了時の圧力）、弛緩終期圧力（弛緩期
終了時の圧力）のような少なくとも１つの圧力パラメータを検出するセンサを含む。心臓
活性モニタの種々の実施形態は拍出量モニタを含む。心拍数と圧力は、拍出量を導くため
に使用できる。心臓活性モニタの種々の実施形態は、心臓活性を判定するために、少なく
とも１つの電気記録図測定を使用する。かかる電気記録図測定の例には、Ｒ－Ｒ間隔、Ｐ
－Ｒ間隔、ＱＴ間隔を含む。心臓活性モニタの種々の実施形態は、心臓活性を判定するた
めに、少なくとも１つの心電図（ＥＣＧ）測定を使用する。
【００６５】
　図１８Ａ－１８Ｃは、本要旨の種々の実施形態による、心臓活性パラメータに基づき圧
受容器刺激を調節する方法を示す。心臓活性は、ＣＲＭ装置、ＮＳ装置、又はＮＳ／ＣＲ
Ｍ能力を有する埋め込み型装置によって判定できる。心臓活性に基づき、圧受容器刺激を
調節する第１プロセス１８８４Ａを図１８Ａに示す。１８８５Ａで、活性レベルが判定さ
れる。種々の実施形態によれば、活性レベルの判定は、心拍数、毎分換気量、加速、又は
心拍数、毎分換気量、加速のいずれかの組み合わせに基づく。示したプロセスにおいて、
活性レベルは２つの定義される２進レベル（例えばＨＩ及びＬＯ）を有する。幾つかの実
施形態において、ＬＯレベルは無刺激を含む。活性レベルがＨＩ又はＬＯであることが判
定される。１８８６Ａで、圧受容器刺激レベルは判定された活性レベルに基づき設定され
る。ＬＯ刺激レベルは、活性レベルがＨＩであると判定されたならば設定され、かつＨＩ
刺激レベルは、活性レベルがＬＯであると判定されたならば設定される。
【００６６】
　心臓活性に基づき、圧受容器刺激を調節する第２プロセス１８８４Ｂを図１８Ｂに示す
。１８８５Ｂで活性レベルは決定される。種々の実施形態によれば、活性レベルの判定は
、心拍数、毎分換気量、加速、又は心拍数、毎分換気量、加速のいずれかの組み合わせに
基づく。示したプロセスにおいて、活性レベルは、２つ以上の定義されるレベル又はｎ個
の定義されるレベルを有する。活性レベルが、レベル１、レベル２・・・又はレベルｎで
あることが判定される。活性レベル標識は増加する活性に対応する。１８８６Ｂで、圧受
容器刺激レベルが判定された活性レベルに基づき設定される。利用可能な刺激レベルには
、レベルｎ・・・レベル２とレベル１を含み、ここで刺激レベル標識は、増加する刺激に
対応する。種々の実施形態によれば、選択された圧受容器刺激レベルは判定された活性レ
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ベルに反比例する。例えば、心臓活性レベルが、最高レベルｎにあると判定されたならば
、その場合刺激レベルは最低レベルｎに設定される。刺激レベルが、最低レベルから１番
目又は２番目、それぞれレベル１又はレベル２にあると判定されたならば、刺激レベルは
、最高レベルから１番目又は２番目、それぞれレベル１又はレベル２に設定される。
【００６７】
　心臓活性に基づき、圧受容器刺激を調節するもう１つのプロセス１８８４Ｃを図１８Ｃ
に示す。１８８７で、獲得された心臓活性パラメータが標的活性パラメータと比較される
。獲得された心臓活性が標的活性パラメータより低いならば、圧受容器刺激は１８８８で
増加する。獲得された心臓活性が標的活性パラメータより高いならば、圧受容器刺激は１
８８９で減少する。
【００６８】
　本要旨のある側面は、一回呼吸量又は毎分換気量によって判定されるような呼吸に基づ
いて圧受容器刺激の強度を自動的に調節する方法に関する。連続的な圧受容器刺激を適用
する代わりに、ＮＳ装置は、呼吸を血圧の代理として使用して高血圧レベルを観察し、か
つ適切な治療レベルを送り出し、装置が治療レベルを調節することができるようにする。
本要旨は、判定された一回呼吸量又は毎分換気量に、かつ圧受容器刺激を自動的に調節す
るために、インピーダンスのような呼吸指数を使用する。従って、埋め込み型ＮＳ装置は
、患者における高血圧レベルを判定することが可能であり、かつ適切なレベルの治療を施
すことによって応答する。種々の実施形態において、埋め込み型ＮＳ装置は、一回呼吸量
又は毎分換気量を測定するセンサを含む。例えば、種々の実施形態は、呼吸数を得るため
に経胸部インピーダンスを測定する。装置は、幾つかの実施形態において、ＣＲＭ装置か
らこのデータを受信する。ＮＳ装置は、これらの呼吸パラメータを定期的に観察する。呼
吸が減少、又はプログラムされた標的未満に留まると、装置は圧受容器を高速で刺激し、
血圧を減少させ、かつ高血圧を制御する。平均動脈圧が、標的に向かって増加すると、装
置は、圧受容器刺激を減少させることによって応答する。このようにして、ＡＨＴ装置は
、適切なレベルの治療を連続的に行う。
【００６９】
　図１９Ａ－１９Ｂは、本要旨の種々の実施形態による方法、すなわち呼吸パラメータに
基づいて圧受容器刺激を調節する方法を示す。呼吸パラメータは、ＣＲＭ装置、ＮＳ装置
、又はＮＳ／ＣＲＭ能力を有する埋め込み型装置によって判定できる。呼吸パラメータに
基づいて、圧受容器刺激を調節する１つの実施形態を図１９Ａの１９１０Ａに示す。呼吸
レベルは１９１１で判定され、かつ圧受容器刺激レベルは判定された呼吸レベルに基づい
て１９１２で設定される。種々の実施形態によれば、所望の圧ペーシングレベルは１９１
３で調節される。例えば、１つの実施形態は、１９１４で獲得されたパラメータを標的パ
ラメータと比較する。圧ペーシングは、獲得されたパラメータの標的パラメータへの比較
に基づいて、１９１５で増加できるか又は１９１６で減少できる。
【００７０】
　呼吸パラメータに基づく圧受容器刺激を調節する方法の１つの実施形態を、図１９Ｂの
１９１０Ｂに示す。１９１６で、圧反射事象トリガが起き、そのことは、圧反射刺激プロ
セスのアルゴリズムをもたらす。１９１７で、呼吸が標的パラメータと比較される。圧反
射刺激は、呼吸が標的未満であるなら１９１８で増加し、かつ呼吸が標的を超えるならば
１９１９で減少する。種々の実施形態によれば、呼吸がブランキングウインドウ内に入る
ならば、刺激は変化しない。種々の実施形態は、適用される刺激と圧反射応答を安定させ
るためにヒステリシス効果を提供するためにメモリを使用する。その上、種々の実施形態
において、呼吸標的は、時刻又は活性レベルのような種々の因子に基づいて治療中に修正
される。１９２０で、例えば感知されたパラメータ又は事象中断の受信に基づいて、圧反
射治療アルゴリズムを継続するかが判定される。圧反射アルゴリズムを継続すべきならば
、プロセスは、呼吸が標的パラメータに再度比較される１９１７に戻る、さもなければ、
圧反射アルゴリズムは１９２１で中止される。
【００７１】
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有害事象に基づく圧反射刺激の調節
　本要旨の側面は、血管拡張応答を増加させ、かつ心筋虚血損傷を潜在的に予防又は減少
させるために、有害心臓事象を検出して圧受容器刺激を自動的に増加させる方法を含む。
種々の実施形態は、圧受容器を電気刺激する刺激リードを同様に有する、（ペースメーカ
、ＡＩＣＤ又はＣＲＴ装置のような）心律動管理装置内のフィードバック機構を含む。装
置は、既存の方法により心臓電気活性を観察する。心室細動（ＶＦ）と心房細動（ＡＦ）
、所定の速度を超える心室性頻脈（ＶＴ）と心房性頻脈（ＡＴ）、毎分換気量センサによ
って検出される呼吸困難、狭心症、代償不全、虚血のような有害心臓事象の場合、装置は
、圧受容器刺激を最大許容レベルに増加させることによって応答する。結果として、血圧
は一時的に低下され、虚血による心筋損傷を潜在的に予防又は回避する。高血圧を治療す
る装置の機能性は、それが、圧受容器刺激の範囲を一時的に調節することによって有害心
臓事象に応答できるならば、拡張できる。事象検出アルゴリズムは、圧受容器刺激を自動
的に調節し、埋め込み型ＡＨＴ装置が、圧受容器刺激を増加させることによって有害事象
に応答することを可能にし、心筋虚血損傷を潜在的に予防又は減少させる。
【００７２】
　図２０Ａ－２０Ｂは、本要旨の種々の実施形態による、有害事象の検出に基づいて圧受
容器刺激を調節する方法を示す。有害事象は、ＣＲＭ装置、ＮＳ装置、又はＮＳ／ＣＲＭ
能力を有する埋め込み型装置によって判定できる。図２０Ａは、有害事象の検出に基づい
て、圧受容器刺激を調節する１つの実施形態を示す。２０９０Ａで、有害事象が検出され
たか否かが判定される。有害事象が検出されなかったならば、正常な圧ペーシング（正常
な手順による圧ペーシング）が２０９１Ａで実行される。有害事象が検出されたならば、
高められた圧ペーシングが２０９２で実行される。種々の実施形態において、最大許容圧
ペーシングは、有害事象が検出された時に実行される。他の圧ペーシング手続きが実施で
きる。例えば、種々の実施形態は、有害事象が検出される時、圧ペーシング刺激を加えて
圧ペーシング治療を控え、かつ種々の実施形態は、有害事象が検出される時、圧ペーシン
グ治療を控えて圧ペーシング刺激を加える。図２０Ｂは、有害事象の検出に基づいて、圧
受容器刺激を調節する１つの実施形態を示す。２０９０Ｂで、有害事象が検出されたか否
か判定される。有害事象が検出されなかったならば、正常な圧ペーシング（正常な手順に
よる圧ペーシング）が２０９１Ｂで実行される。有害事象が検出されたならば、事象は、
２０９３で識別され、かつ識別された有害事象に適切な圧ペーシングが２０９４で加えら
れる。例えば、適切な血圧治療は、心室細動に関して、虚血と異なる。種々の実施形態に
よれば、所望の圧ペーシングは、２０９５で識別された事象に関して調節される。例えば
、１つの実施形態は、２０９６で、獲得されたパラメータを標的パラメータと比較する。
圧ペーシングは、獲得されたパラメータの標的パラメータへの比較に基づいて、２０９７
で増加できるか、又は２０９８で減少できる。
【００７３】
　種々の実施形態によれば、有害事象には、治療が、心不整脈を予防するために適用でき
るように、検出可能な前駆物質を含む。幾つかの実施形態において、有害事象は、心臓事
象や卒中のような非心臓事象の両方を含む。更に、幾つかの実施形態は、不整脈と非不整
脈事象の両方を有害事象として検出する。
【００７４】
サーカディアンリズムに基づく圧反射刺激の調節
　本要旨のある側面は、２４時間の期間にわたって起きる血圧の自然変動を模倣するよう
に、高血圧患者に圧反射を刺激する方法に関する。高血圧の反射減少は、固有の動脈圧変
動を変化させずに、長期の圧受容器刺激中に行われる。種々の実施形態によれば、埋め込
み型装置は、例えば（約２０－１５０Ｈｚの範囲内の周波数を有する方形波）短い高周波
バーストを使用して、頚動脈洞、肺動脈又は大動脈弓内の圧受容器を刺激するように設計
される。幾つかの種々の実施形態は、カフ電極によって頚動脈洞枝、大動脈神経又は迷走
神経を直接刺激する。しかしながら、バーストは、一定の速度で起こらない。むしろ刺激
周波数、振幅、及び／又はバースト周波数は、日中、上下し、自然のサーカディアンリズ
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ムを模倣する。
【００７５】
　従って、ＮＳ装置の種々の実施形態は、正常かつ高血圧の両方の個人に起きる自然の動
脈圧変動を明らかにする。平均動脈圧の活性関連変化の他に、被検者は２４時間サイクル
で一貫した圧力変動を同様に示す。定期圧受容器刺激を提供する装置は、固有のサーカデ
ィアンリズムを模倣し、このリズムを乱すことなく、全身神経系の反射抑制と全身血圧減
少を可能にする。本要旨は、固有のサーカディアンリズムを乱すことなく、平均動脈圧を
減少させるために、圧受容器刺激周波数／振幅を変化させるペーシング手順を提供する。
【００７６】
　図２１Ａ－２１Ｅはサーカディアンリズムを示す。図２１Ａは、正午から正午の２４時
間の平均動脈圧に関連するサーカディアンリズムを示す。図２１Ｂは、正午から正午の２
４時間の心拍数に関連するサーカディアンリズムを示す。図２１Ｃは、正午から正午の２
４時間の心拍出量の変化率（ＳＶ％）に関連するサーカディアンリズムを示す。図２１Ｄ
は、正午から正午の２４時間の心臓出力（ＣＯ）の変化率に関連するサーカディアンリズ
ムを示す。図２１Ｅは、正午から正午の２４時間の、血管拡張の指数である、全抹消血管
抵抗の変化率（ＴＰＲ％）に関連するサーカディアンリズムを示す。種々の実施形態は絶
対値をグラフにし、かつ種々の実施形態はパーセント値をグラフにする。これらの図にお
いて、影付きの部分は、約午後１０時から午前７時までの夜の時間に相当し、かつそれ故
に休息又は睡眠時間に相当する。例えば図２１Ａ、２１Ｂを参照すると、平均動脈圧と心
拍数の両方が、休息期間中に低下することが明らかである。高い血圧と心拍数は休息に悪
影響を与え得る。その上、日中の低い血圧及び心拍数は個人のエネルギーレベルに悪影響
を与える。
【００７７】
　本要旨の種々の実施形態は、サーカディアンリズムを多数の被検者に適合させることが
意図される事前プログラムされたテンプレートを使用して、圧反射刺激を調節する。本要
旨の種々の実施形態は、被検者に適合させるために、カスタマイズされたテンプレートを
発生させる。
【００７８】
　図２２は、カスタマイズされたサーカディアンリズムテンプレートを使用する、本要旨
の種々の実施形態によって、サーカディアンリズムに基づいて圧受容器刺激を調節する方
法を示す。示した方法２２２２は、２２２３で高血圧に関連したパラメータを感知し記録
する。かかるパラメータの例には、心拍数と平均動脈圧を含む。２２２４で、サーカディ
アンリズムテンプレートはこれらの記録されたパラメータに基づいて発生する。２２２５
で、圧反射刺激は、２２２４で発生したサーカディアンリズムテンプレートを使用して調
節される。
【００７９】
所望の心臓出力を提供するための圧反射刺激の調節
　本要旨のある側面は、圧反射を刺激することにより全身血圧を低下させるために、ＮＳ
治療を提供し、かつ速度制御のための心臓ペーシングリードを使用する心臓ペーシング治
療を更に提供する埋め込み型医療装置に関する。圧反射刺激と心臓ペーシングは、相前後
して起き、血圧が、心臓出力を犠牲にすることなく低下することを可能にする。
【００８０】
　種々の実施形態によれば、圧反射刺激器は、別個の埋め込み型ＣＲＭ装置と通信し、か
つ既存のペーシングリードを使用する。種々の実施形態において、圧反射刺激は、血管壁
内又は周辺に置かれた電極により、肺動脈、頚動脈洞、又は大動脈弓内の圧受容器を介し
て起きる。種々の実施形態において、大動脈神経、頚動脈洞枝、又は迷走神経のような求
心神経は、カフ電極によって直接的に刺激される。
【００８１】
　圧反射刺激は、迅速に血管拡張をもたらし、かつ全身血圧を減少させる。心臓出力の同
時の減少を補償するために、ペーシング速度は圧反射刺激中に増加する。本要旨は、血圧
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が、圧反射刺激を介して徐々に低下することを可能にし、他方で圧反射刺激を心臓ペーシ
ングと組み合わせることによって、さもなければかかる刺激を伴う心臓出力の降下を回避
し、埋め込み型装置が血圧制御中に心臓出力を維持することを可能にする。
【００８２】
　図２３Ａ－Ｂは、本要旨の種々の実施形態によって、心臓出力パラメータに基づいて圧
受容器刺激を調節する方法を示す。図２３Ａは、心臓出力パラメータに基づいて圧受容器
刺激を調節する１つの実施形態を示す。示したプロセス２３２６Ａにおいて、圧反射刺激
が、２３２７で加えるか否か判定される。圧反射刺激が加えられないならば、本要旨は、
２３２８で、適切なペーシング速度によって、適切なペーシング治療を、もしあれば実施
する。圧反射刺激が加えられないなら、本要旨は、心臓出力を維持するために、高いペー
シング速度で、２３２９でペーシング治療を改良する。
【００８３】
　図２３Ｂは、心臓出力パラメータに基づいて、圧受容器刺激を調節する１つの実施形態
を示す。示したプロセス２３２６Ｂにおいて、圧反射刺激は２３３０で加えられ、かつ２
３３１で心臓出力が適切であるか否かが判定される。心臓出力が適切でないと判定される
と、ペーシング速度は、適切な心臓出力を維持するために、２３３２で増加する。
【００８４】
　種々の実施形態によれば、既存のペーシング速度は、心臓出力を維持するために、圧反
射刺激中に所定の因子によって増加する。種々の実施形態において、ペーシング速度は、
心臓出力を維持するために、圧反射刺激中に始められる。所望の心臓出力を提供するため
に圧反射刺激を調節することは、心房速度制御と心室速度制御、ＡＶ遅延制御、再同期、
多部位刺激によって実施できる。あるいは、心拍出量は、右心室腔内の電極を使用して右
心室インピーダンスによって、又は左心室腔内又はそれに及ぶ電極を使用して左心室イン
ピーダンスによって観察でき、かつペーシング速度は、固定心臓出力を維持するために、
神経刺激の適用を使用して、増加できる。
【００８５】
硬化プロセスを再構築するための圧反射刺激の調節
　本要旨の側面は、不応性高血圧を有する患者において全身血圧を低下させるために埋め
込み型ＮＳ装置によって使用される圧反射刺激方法を伴う。圧反射刺激アルゴリズムは、
プログラム可能な標的に向けて血圧をゆっくり調整するために、圧反射刺激を徐々に増加
する。このアルゴリズムは、中枢神経系が、通常圧力低下効果を緩和する一定の増加した
レベルの圧反射刺激に適合することを妨げる。その上、血圧変化の漸進的な性質は、全身
血圧と心臓出力の突然の変化なしに、患者が治療により良く耐えることを可能にする。
【００８６】
　本要旨は、中枢神経系が、増加した圧反射刺激に適合することを回避し、患者において
存在する以前の高血圧状態によって引き起こされた動脈硬化プロセスの反転を可能にする
ために経時的に血圧レベルをゆっくり減少させ、かつ圧受容器刺激中に、心臓出力の減少
を回避するように設計された、特定のアルゴリズム又はプロセスを提供する。動脈系の反
転は、以前に存在した高血圧によって開始された硬化プロセスを再構築することが経時的
に予期される。平均／中央血圧のゆっくりした、漸進的な低下は、逆再構築を介して、こ
の硬化プロセスのゆっくりした反転を可能にする。血圧は、プロセスにおいて心臓出力を
危うくすることなく、減少し、このようにして望ましくない患者の症状を回避する。
【００８７】
　種々の実施形態において、装置は、血管壁内又は隣接して置かれる電極によって、肺動
脈、頚動脈洞、又は大動脈弓内の圧受容器を刺激する。種々の実施形態において、大動脈
神経、頚動脈洞枝、又は迷走神経のような求心神経は、カフ電極によって直接刺激される
。刺激された圧反射は、迅速に血管を拡張させ全身血圧を減少させる。しかしながら、一
定の高いレベルで圧反射を刺激するよりも、本要旨の装置は、最初に僅かに増加したレベ
ルで刺激し、かつ次に例えば数週間又は数ヶ月の期間にわたって刺激を徐々に増加させる
。変化の速度は、現在の及び標的動脈圧に基づいて、装置によって判定される。種々の実
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施形態において、システムは、圧力減少が、減少した心臓出力を犠牲にして起きないこと
を確実にするために、心臓出力の直接又は間接的測定に基づいて、変化速度を判定する。
種々の実施形態において、圧反射刺激の速度は、一定でないが、神経連絡分布をより緊密
に模倣するために、白色雑音タイプの分布を有する。神経連絡分布を模倣することによっ
て、圧反射が、刺激により応答的であることが予期され、このようにして圧反射を刺激す
る閾値を低下させる。
【００８８】
　図２４は、本要旨の種々の実施形態による再構築硬化を逆にするために、圧受容器刺激
を調節する方法を示す。圧反射事象トリガが２４３３で起きる。このトリガはＡＨＴ装置
の起動を含む、圧反射刺激を開始するいかなる事象も含む。２４３４で、アルゴリズムは
、硬化プロセスを逆再構築するために、血圧を標的圧力に徐々に低下するための所定の変
化速度によって、圧反射刺激を増加するように実施される。２４３５で、圧反射刺激アル
ゴリズムを継続するか否かが判定される。アルゴリズムは、例えば事象中断、感知された
パラメータ、及び／又は標的血圧に達したことに基づいて、２４３６で中止される。２４
３７で、心臓出力が許容可能か判定される。心臓出力が許容可能でないならば、２４３８
で圧反射刺激の変化速度が、心臓出力に基づいて修正される。
【００８９】
心筋梗塞を治療するための圧反射刺激
　心筋梗塞に続き、梗塞を起こした領域の筋細胞が死亡し、機能的心筋とは異なる機械的
及び弾性特性を有する瘢痕組織によって置き換えられる。時間がたつと、この梗塞を起こ
した区域が薄くなり、かつ拡張することがあり、心臓全体にわたる心筋応力の再分布を引
き起こす。最終的に、このプロセスは、高応力領域の機械的機能障害や心不全に至る。高
応力領域は、重度に「ロードされた(loaded)」と呼ばれ、かつ応力減少は、「アンロード
する(unlaoding)」と称される。心筋損傷を予防又は減少させるように、急性心筋梗塞を
治療する装置が望ましい。
【００９０】
　本要旨のある側面は、心臓電気活性を観察する埋め込み型装置に関する。心筋梗塞の検
出後、装置は、血管壁内の又は隣接した圧受容器を刺激することによって、及び／又は感
圧神経を直接刺激することによって圧反射を電気的に刺激する。圧反射刺激の増加は、圧
反射感受性の減少を補償し、かつ心筋梗塞に続く患者における臨床転帰を改善する。埋め
込み型装置（例えばＣＲＭ装置）は心臓電気活性を観察する。心筋梗塞の検出後、装置が
圧反射を刺激する。装置の幾つかの実施形態は、血管壁内に又は隣接して置かれた電極に
より肺動脈、頚動脈洞、又は大動脈弓内の圧受容器を刺激する。種々の実施形態において
、大動脈神経のような求心神経は、求心神経の近くで静脈内に置かれたリード、又はカフ
電極によって直接刺激される。頚動脈洞枝又は迷走神経のような求心神経は、求心神経の
近くで静脈内に置かれたリード、又はカフ電極によって直接刺激される。種々の実施形態
において、心臓脂肪体は、脂肪体に固定された電極、又は脂肪体に近接する腔又は血管に
静脈内供給されたリードを使用して刺激される。
【００９１】
　圧反射刺激は、迅速に血管を拡張させ、かつ全身血圧を減少させる。このことは、圧反
射感受性減少を補償し、かつ心筋梗塞を減少させる。種々の実施形態によれば、全身血圧
又は代理パラメータは、適切なレベルの刺激が送り出されることを確実にするために、圧
反射刺激中に観察される。本要旨の幾つかの側面及び実施形態は、心筋梗塞に続く虚血損
傷を予防するために圧反射刺激を提供する。
【００９２】
　図２５Ａ－２５Ｂは、本要旨の種々の実施形態による、心筋梗塞を検出し、かつ検出さ
れた心筋梗塞に応答して圧ペーシングを実行するシステム及び方法を示す。図２５Ａは、
心筋梗塞検出器２５３９と、圧反射又は圧受容器刺激器２５４０とを含むシステムを示す
。心筋梗塞は例えば心電図を使用して検出できる。例えば、テンプレートが、心筋梗塞を
判定するために心電図と比較される。もう１つの例は、心筋梗塞を検出するためにＳＴ部
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分の上昇の変化を検出する。種々の実施形態において、検出器２５３９と刺激器２５４０
が、例えばＡＨＴ装置又はＣＲＭ装置におけるような、単一の埋め込み型装置に統合され
る。種々の実施形態において、検出器２５３９と刺激器２５４０は、互いに通信すること
に適した別個の埋め込み型装置として実装される。
【００９３】
　図２５Ｂは、本要旨の種々の実施形態による、心筋梗塞を検出し、かつ検出された心筋
梗塞に応答して圧ペーシングを実行する方法を示す。２５４１で、心筋梗塞が起きたか判
定される。心筋梗塞が起きたことを判定した後、圧反射が２５４２で刺激される。例えば
、種々の実施形態において、肺動脈内とその周辺の圧受容器は、右心房と肺動脈弁を介し
て肺動脈に供給されるリードを使用して刺激される。他の実施形態は、他の圧受容器部位
と感圧神経を刺激する。幾つかの実施形態は、２５４３で全身血圧又は代理パラメータを
観察し、かつ２５４４で刺激を、この観察に基づいて調整すべきか判定する。刺激を調整
すべきであれば、圧反射刺激、２５４５で調節される。調節の例には、刺激の振幅、周波
数、バースト周波数及び／又は波形を変化することを含む。
【００９４】
　圧反射刺激のような神経刺激が心筋梗塞後にアンロードするために使用できる。種々の
実施形態は、ＮＳ装置のフィードバック制御システム内で、虚血センサのような急性心筋
梗塞検出センサを使用する。しかしながら、心筋梗塞検出センサは必要でない。例えば、
刺激リードを心筋梗塞後に埋め込むことができる。種々の実施形態において、刺激リード
は、肺動脈内やその周辺で圧受容器を刺激するために、右心房を介して肺動脈に埋め込ま
れる。種々の実施形態は、求心神経を刺激するために刺激カフ又はリードを、心臓脂肪体
を刺激するために電極固定器又はリードを、さらに本開示の他の部分で提供された他の圧
受容器を刺激するためにリードを埋め込む。
【００９５】
　重度にロードされた領域の電気的事前興奮はこの領域のロードを減少させる。この事前
興奮は、交感神経を活性化させ、全体的応力を増加させ、最終的に心臓の有害な再構築に
至らせる心臓出力を著しく減少させる。このプロセスは、この反射の衝撃を減少させるた
めに、神経刺激増加によって回避できる。従って、事前興奮中の副交感神経系の活性化は
、電気的事前興奮によるアンロードの望ましくない副作用を予防する。
【００９６】
　当業者は、本明細書に示され、かつ記載されたモジュールや他の回路が、ソフトウェア
、ハードウェア、ソフトウェアとハードウェアの組み合わせを使用して実装できることを
理解するであろう。このようにして、用語モジュールは、ソフトウェアの実装、ハードウ
ェアの実装、並びにソフトウェアとハードウェアの実装を包含することが意図される。
【００９７】
　本開示に示した方法は、本要旨の範囲内の他の方法を除くことが意図されない。当業者
は、本開示を読み、かつ理解すると、本要旨の範囲内の他の方法を理解するであろう。上
記実施形態、及び示した実施形態の部分は、必ずしも相互に排他的でない。これらの実施
形態とその部分は組み合わせることができる。例えば、種々の実施形態が、２つ以上の示
したプロセスを組み合わせる。２つ以上の感知されたパラメータは、所望の神経刺激（Ｎ
Ｓ）又は抗項血圧（ＡＨＴ）治療を行うために使用される複合パラメータに組み合わせら
れる。種々の実施形態において、以上で提供された方法は、プロセッサによって行われる
時に、プロセッサにそれぞれの方法を実行させる、命令シーケンスを示す搬送波又は伝播
信号において具体化されるコンピュータデータ信号として実装される。種々の実施形態に
おいて、以上に提供された方法は、プロセッサがそれぞれの方法を実行することを命令で
きるコンピュータアクセス可能な媒体に含まれる１組の命令として実装される。種々の実
施形態において、媒体は、磁気媒体、電子媒体又は光学媒体である。
【００９８】
　特定の種々の実施形態が、本明細書に示され、かつ記載されたが、同じ目的を達成する
ために計算されるいかなる配置も、示した特定の実施形態の代わりに用い得ることが、当
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業者によって認められるであろう。本出願は、本要旨の適応例や変形例をカバーすること
が意図される。上記の記述は、例示的であり、かつ限定的でないことが理解されるべきで
ある。上記実施形態の組み合わせや、他の実施形態における上記実施形態の一部の組み合
わせは、上記記述を精査すれば、当業者にとって明らかであろう。本要旨の範囲は、添付
の請求項を、かかる請求項が権利を与えられる等価物の全範囲と共に参照して、判定され
るべきである。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】末梢血管制御の神経機構を示す。
【図２Ａ】心臓を示す。
【図２Ｂ】心臓を示す。
【図２Ｃ】心臓を示す。
【図３】頸動脈洞及び大動脈弓の領域における圧受容器及び求心神経を示す。
【図４】肺動脈内及び周辺の圧受容器を示す。
【図５】大動脈弓、動脈管索及び肺動脈幹内の圧受容器分野を示す。
【図６】圧反射が刺激される時の呼吸及び血圧間の公知の関係を示す。
【図７】６ヶ月の断続的頸動脈神経刺激の間の、高血圧イヌにおける頸動脈神経刺激に応
答した血圧を示す。
【図８】本要旨の種々の実施形態による、埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）と、プログラマ
とを含むシステムを示す。
【図９】本要旨の種々の実施形態による、図８のシステムに示すような、埋め込み型医療
装置（ＩＭＤ）を示す。
【図１０】本要旨の種々の実施形態による、統合圧力センサ（ＩＰＳ）を有する圧受容器
刺激リードを示す。
【図１１】本要旨の種々の実施形態による、神経刺激（ＮＳ）部と、心律動管理（ＣＲＭ
）部とを有する図８に示すような埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）を示す。
【図１２】本要旨の種々の実施形態による、プログラマと、埋め込み型神経刺激（ＮＳ）
装置と、埋め込み型心律動管理（ＣＲＭ）装置とを含むシステムを示す。
【図１３】本要旨の種々の実施形態による、図１２のシステムに示すような、埋め込み型
神経刺激（ＮＳ）装置を示す。
【図１４】本要旨の種々の実施形態による、図１２のシステムに示すような、埋め込み型
心律動管理（ＣＲＭ）装置を示す。
【図１５】本要旨の種々の実施形態による、図８及び１２のシステムに示すような、プロ
グラマ、又は埋め込み型医療装置と通信する他の外部装置を示す。
【図１６Ａ】本要旨の種々の実施形態による、神経刺激（ＮＳ）装置からの電気刺激及び
心律動管理（ＣＲＭ）装置による感知の間の干渉を回避するシステム及び方法を示す。
【図１６Ｂ】本要旨の種々の実施形態による、神経刺激（ＮＳ）装置からの電気刺激及び
心律動管理（ＣＲＭ）装置による感知の間の干渉を回避するシステム及び方法を示す。
【図１６Ｃ】本要旨の種々の実施形態による、神経刺激（ＮＳ）装置からの電気刺激及び
心律動管理（ＣＲＭ）装置による感知の間の干渉を回避するシステム及び方法を示す。
【図１６Ｄ】本要旨の種々の実施形態による、神経刺激（ＮＳ）装置からの電気刺激及び
心律動管理（ＣＲＭ）装置による感知の間の干渉を回避するシステム及び方法を示す。
【図１７】本要旨の種々の実施形態による、圧反射刺激を調節するシステムを示す。
【図１８Ａ】本要旨の種々の実施形態による、心臓活動パラメータに基づく圧受容器刺激
を調節する方法を示す。
【図１８Ｂ】本要旨の種々の実施形態による、心臓活動パラメータに基づく圧受容器刺激
を調節する方法を示す。
【図１８Ｃ】本要旨の種々の実施形態による、心臓活動パラメータに基づく圧受容器刺激
を調節する方法を示す。
【図１９Ａ】本要旨の種々の実施形態による、呼吸パラメータに基づく圧受容器刺激を調
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節する方法を示す。
【図１９Ｂ】本要旨の種々の実施形態による、呼吸パラメータに基づく圧受容器刺激を調
節する方法を示す。
【図２０】本要旨の種々の実施形態による、有害事象の検出に基づく圧受容器刺激を調節
する方法を示す。
【図２１Ａ】サーカディアンリズムを示す。
【図２１Ｂ】サーカディアンリズムを示す。
【図２１Ｃ】サーカディアンリズムを示す。
【図２１Ｄ】サーカディアンリズムを示す。
【図２１Ｅ】サーカディアンリズムを示す。
【図２２】本要旨の種々の実施形態による、サーカディアンリズムに基づく圧受容器刺激
を調節する方法を示す。
【図２３】本要旨の種々の実施形態による、心拍出量パラメータに基づく圧受容器刺激を
調節する方法を示す。
【図２４】本要旨の種々の実施形態による、再構築硬化を逆にする圧受容器刺激を調節す
る方法を示す。
【図２５】本要旨の種々の実施形態による、心筋梗塞を検出し、かつ検出された心筋梗塞
に応答して圧ペーシングを行うシステム及び方法を示す。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】 【図１６Ｃ】

【図１６Ｄ】
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【図１８Ｂ】

【図１８Ｃ】 【図１９Ａ】
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【図１９Ｂ】 【図２０】

【図２１Ａ】

【図２１Ｂ】

【図２１Ｃ】

【図２１Ｄ】
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【図２２】

【図２３】

【図２４】 【図２５】



(32) JP 4755111 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ａ６１Ｂ   5/026    (2006.01)           Ａ６１Ｂ   5/02    ３４０Ｚ          　　　　　
   Ａ６１Ｂ   5/0402   (2006.01)           Ａ６１Ｂ   5/04    ３１０Ｎ          　　　　　
   Ａ６１Ｂ   5/11     (2006.01)           Ａ６１Ｂ   5/10    ３１０Ｚ          　　　　　

(31)優先権主張番号  10/745,925
(32)優先日　　　　  平成15年12月24日(2003.12.24)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  10/746,134
(32)優先日　　　　  平成15年12月24日(2003.12.24)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  10/745,921
(32)優先日　　　　  平成15年12月24日(2003.12.24)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(72)発明者  ヘイル，ジェイアール，ロナルド・ダブリュ
            アメリカ合衆国・５５１１３・ミネソタ州・ローズヴィル・ウェスタン　アベニュ　ノース・２３
            １２
(72)発明者  シェイナー，アブラム
            アメリカ合衆国・５５１２７・ミネソタ州・バドネイズ　ハイツ・ミードウッド　サークル・４４
            ０３
(72)発明者  リバス，イマッド
            アメリカ合衆国・５５１０５・ミネソタ州・セント　ポール・スタンフォード　アベニュ・１７２
            ６
(72)発明者  シュ，クインシェン
            アメリカ合衆国・１５０９０・ペンシルバニア州・ウェックスフォード・バリー　ビュー　コート
            ・１０００９
(72)発明者  ジェローウアード，スティーヴン・ディ
            アメリカ合衆国・４４０２２・オハイオ州・シャグリン　フォールズ・パウ　パウ　レイク　ドラ
            イブ・２０
(72)発明者  サロ，ロドニー・ダブリュ
            アメリカ合衆国・５５４３２・ミネソタ州・フライドリー・７１エスティ　ウェイ　ノースイース
            ト・１３６

    審査官  大和田　秀明

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００３／００２３２７９（ＵＳ，Ａ１）
              米国特許第０６０７３０４８（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第０５７０７４００（ＵＳ，Ａ）
              国際公開第０３／０７６００８（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０３／０８２４０３（ＷＯ，Ａ１）
              特公昭４９－０１５４３８（ＪＰ，Ｂ１）
              特表２００５－５２１４８９（ＪＰ，Ａ）
              特表２００５－５１９６８０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61N   1/365
              A61B   5/0215



(33) JP 4755111 B2 2011.8.24

              A61B   5/0245
              A61B   5/026
              A61B   5/0402
              A61B   5/08
              A61N   1/36
              A61B   5/11


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

