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(57)【要約】
　神経内の活動電位を遮断することになる方法および装
置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　必要とする患者において末梢神経の疼痛を改善する方法であって、
　（ａ）前記患者の前記末梢神経に接する埋込電極に動作可能に接続された波形発生装置
から、４Ｖｐｐから２０Ｖｐｐまでの範囲にある電圧、または、４ｍＡｐｐから２６ｍＡ
ｐｐまでの範囲にある電流の一方での波形を、前記患者に実質的に即時の鎮痛をもたらす
のに十分な間隔で、前記神経に供給するステップと、
　（ｂ）神経の疼痛を改善する必要に応じて、前記ステップ（ａ）を選択的に繰り返すス
テップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　供給される前記波形は少なくとも５ｋＨｚから５０ｋＨｚまでであることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　供給される前記波形は１０ｋＨｚの正弦波形であることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記神経の直径は１２ｍｍまでであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記神経の直径は３ｍｍを超えて１２ｍｍまでであることを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記神経は坐骨神経であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記神経は脛骨神経であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記間隔は前記患者によって調整されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ステップ（ａ）は、罹患した前記神経に接するとともにカフに収められた単極、二
極、または三極の電極を用いることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記カフは、約５ｍｍから約１２ｍｍまでの範囲の内径を備えることを特徴とする請求
項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記間隔は約１０分であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　供給される前記電流または前記電圧は、約１０秒から約６０秒までの範囲で、一定の比
率で大きさを増加することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記電極は、従来の電極よりも比較的大きな前記神経との接触面を備えることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　患者において所望の応答をもたらすために前記患者の神経内の活動電位を可逆的に遮断
する方法であって、
　（ａ）前記患者の前記神経に接する埋込電極に動作可能に接続された波形発生装置から
、４Ｖｐｐから２０Ｖｐｐまでの範囲にある電圧、または、４ｍＡｐｐから２６ｍＡｐｐ
までの範囲にある電流の一方での波形を、前記患者において実質的な応答をもたらすのに
十分な間隔で前記神経に供給するステップと、
　（ｂ）前記ステップ（ａ）を選択的に繰り返すステップと、
を含むことを特徴とする方法。
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【請求項１５】
　前記応答は疼痛であり、前記患者は、電気的な前記波形を印加すると実質的に即時に鎮
痛を経験することを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記応答は、前記神経によって弱められた筋肉の痙性を改善することであり、前記患者
は、電気的な前記波形を印加すると実質的に即時に痙性の改善を経験することを特徴とす
る請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記応答は、膀胱における尿意を改善することであり、前記患者は、電気的な前記波形
を印加すると実質的に即時に尿意の改善を経験することを特徴とする請求項１４に記載の
方法。
【請求項１８】
　供給される前記波形は５ｋＨｚから５０ｋＨｚまでの範囲であることを特徴とする請求
項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　供給される前記波形は正弦波形であることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、本明細書においてその全体が参照により明示的に組み込まれている、２０１
１年５月１９日に出願された同時係属中の米国特許出願第６１／４８７，８７７号の優先
権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　ある形態では、高周波神経ブロックを用いて、急性疼痛または慢性疼痛（６カ月を超え
る継続時間）にかかわらず、ヒトにおける末梢性疼痛を、活動電位で神経伝導を遮断する
ことによって急性処置する方法および装置によって、良好な結果が得られたことが開示さ
れている。急性処置は、実質的に即時の鎮痛効果を伴うオンデマンド治療と定義される。
ある形態では、この方法が、約１２ｍｍまでの直径を有する末梢神経、すなわち、坐骨神
経などの比較的大きな神経で用いられる。ある形態では、この方法が、例えば、痙性とな
る運動神経や、例えば、過活動膀胱において尿意をもたらす神経といった神経への治療に
よって疼痛以外の状態を改善するために、神経に用いられる。
【０００３】
　例えば、四肢における損傷した神経といった、末梢起源の疼痛に対する以前の治療は、
以下の方法を単独で、または組み合わせて構成されていた。
【０００４】
　ある以前の治療は、リドカインなどの薬理的な麻酔の局所注射であった。治療効果は、
例えば数時間といった短い時間しか続かないことが多い。繰り返し投与することは、麻酔
の毒性および他の理由のため、通常、実施不可能である。
【０００５】
　別の以前の治療は、表面電極、または、外科的に埋め込まれた電極（例えば、経皮的神
経電気刺激法、末梢神経および脊髄刺激装置）による、従来の電気的な刺激であった。電
気的な刺激の治療は、背中の疼痛や関節の疼痛を処置するために用いられるが、効果が一
定していない。一定していないのは、治療の間接的な性質によるものである。すなわち、
疼痛の源からの疼痛信号を遮断する代わりに、このタイプの電気的な刺激は、疼痛以外の
感覚神経に作用して、疼痛の感覚を遮蔽する他の種類の感覚（例えば、うずく感覚）を発
生させる。このような遮蔽は、複雑でしばしば不確実な、神経系の様々な部分の相互作用
によるものである。
【０００６】
　今後可能性のある治療は、高周波の交流電流を神経幹に直に印加することで、末梢神経
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を可逆的に遮断することを含む。具体的には、５ｋＨｚから５０ｋＨｚまでの範囲の電流
が印加され、これが、上記の従来の電気的な刺激で印加された１ｋＨｚ未満の電流と比較
して、高周波として表されている。人間以外の動物（カエル、ネコ）の急性実験において
、高周波の交流電流治療の有効性が報告されている。米国特許第７，３８９，１４５号お
よび米国特許第８，０６０，２０８号には、この電気的な刺激の技術が大まかに説明され
ている。データは示されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第７，３８９，１４５号
【特許文献２】米国特許第８，０６０，２０８号
【特許文献３】米国特許第４，６０２，６２４号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態は、必要とする患者において、例えば、坐骨神経や脛骨神経などの
、直径が３ｍｍを超えて約１２ｍｍまでの末梢神経内の活動電位を可逆的に遮断する方法
を開示している。その方法は、電気的な波形を、概して約１０分以内と定められる、実質
的に即時の鎮痛をもたらすのに十分な時間間隔で供給するステップを含む。一実施形態は
、５ｋＨｚから５０ｋＨｚまでの範囲の波形を用いる。一実施形態は、１０ｋＨｚの正弦
波形を、４ｍＡｐｐから２６ｍＡｐｐまでの範囲にある電流で用いる。電極は、活動電位
が遮断される所望の末梢神経を取り巻くカフで保持することができる。カフの内径は、約
５ｍｍから約１２ｍｍまでの範囲とすることができる。時間間隔は約１０分であってよい
が、間隔は、患者に鎮痛をもたらすのに十分な長さにより、選択されてもよい。一実施形
態では、鎮痛をもたらす電気的な波形は、４Ｖｐｐから２０Ｖｐｐまでの範囲にある電圧
、または、４ｍＡｐｐから２６ｍＡｐｐまでの範囲にある電流の範囲にある。大きさを増
加する時間は、一定の比率の電圧または電流の増加で、約１０秒から約６０秒までの範囲
とすることができる。波形は、患者に埋め込まれた電極に動作可能に接続された波形発生
装置によって供給され、このような方法は当技術分野において公知である。
【０００９】
　一実施形態は、比較的大きな神経、すなわち、直径が約３ｍｍを超えて１２ｍｍまでの
神経内の活動電位を可逆的に遮断する装置である。装置は、あらかじめ張力を持たせた第
１の層と、あらかじめ張力を持たせていない第２の層とを備える非導電性材料から成る自
己湾曲シートを備える。２つの層は、それらの間に導電性材料の帯片を具備または保持す
るカフを形成するように構成される。実施形態では、装置は、１つ、２つ、３つ、４つ、
またはより多くの連続する導電性材料の帯片を備えており、それらの帯片は、自己湾曲シ
ートの長手方向に延びる一方の縁に隣接しつつ交わらないように配置されている。これら
の導電性材料の帯片の各々は、リード線に接続される。一実施形態では、装置は、単極構
成と称される１つの導電性材料の帯片を備える。一実施形態では、装置は、リード線によ
って接続された、二極構成と称される、少なくとも２つの連続する導電性材料の帯片を備
える。一実施形態では、装置は、リード線によって接続された、三極構成と称される、少
なくとも３つの連続する導電性材料の帯片を備える。一実施形態では、装置は、リード線
によって接続された、少なくとも４つの連続する導電性材料の帯片を備える。典型的には
円形であるがそれに必ずしも限定されない複数の開口部が、自己湾曲シート／カフの２つ
の非導電性のシートまたは層の一方の湾曲する長さに沿う内側神経接触面に一定の間隔で
配置される。これは、連続した複数の導電性の接触点を露出して提供することで、神経へ
の接触をもたらす。この露出は、導電性材料をできるだけ多く露出する、もしくは、所望
だけ露出し、従来の電極の接触面の面積を超える任意の間隔であればよい。第１または上
側の非導電性のシートまたは層、および、第２または下側の非導電性のシートまたは層の
各々は、それらの間に導電性材料をなおも保持および具備している。すなわち、シート同
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士または層同士の間に挟まれている。その結果、導電性材料は、実際に保持されており、
飛び出したり外れたりすることなく、効率的に電流を流す。一実施形態では、非導電性材
料はシリコンであり、リード線はステンレス鋼であり、導電性材料は白金である。非導電
性材料、リード線または電線、および、導電性材料の各々についての他の材料は、当技術
分野において公知である。使用の際、装置は、例えば、外部リード線または外部電線によ
って、調整した波形を供給する波形発生装置に動作可能に接続される。
【００１０】
　一実施形態は、処置を必要とする患者において末梢神経の疼痛を処置する方法である。
前述の装置は、例えば、坐骨神経や脛骨神経といった、対象とする末梢神経の特定部位を
取り巻いた。電気的な波形発生装置に接続された患者の埋込電極を用いる場合、電気的な
波形が、例えば１０分といった、実質的に即時の患者の鎮痛をもたらすのに十分な時間間
隔、例えば１０分以内、および、数時間までの鎮痛の延長された期間、付与される。一実
施形態における電流は、４ｍＡｐｐから２６ｍＡｐｐまでの範囲であり、一実施形態では
、４ｍＡｐｐから２６ｍＡｐｐまでの範囲である。
【００１１】
　本発明の方法では、高周波電気神経ブロックの技術を疼痛の管理に用いる人体研究から
のデータが提供される。一実施形態では、その結果は、切断の疼痛が緩和されたというも
のであった。特別製の埋込神経電極を介した特別製の発生器によって発生された１０ｋＨ
ｚの交流電流を印加することで、この方法によって処置された患者の大部分において疼痛
を大幅に緩和した。必要な電圧／電流の大きさを報告する。具体的なヒトの神経において
確実に鎮痛を達成する継続時間を報告する。副作用を最小限とするように電気的エネルギ
ーを印加するために必要な流れおよび時間を報告する。予想される付随する感覚およびそ
の時間的経過を報告する。電流の停止後における鎮痛の継続時間を報告する。疼痛の緩和
の延長における電流の連続的な印加の累積的な影響を報告する。
【００１２】
　装置は、外部のまたは埋め込まれた波形発生装置に動作可能に接続された埋め込み可能
な電極であった。電極は、米国特許第４，６０２，６２４号に記載されているものと同様
の螺旋状のカフ電極であり、以下により完全に説明する。使用の際、電極は、活動電位が
遮断されることになる所望の末梢神経をカフが取り巻くようにして、疼痛源（例えば、神
経腫）に隣接した所望の末梢神経幹においてヒト哺乳動物に埋め込まれた。カフの内径は
、約５ｍｍから約１２ｍｍまでの範囲であった。坐骨神経は、比較的大きな神経幹を有し
ていることが知られており、成人のヒトにおける坐骨神経の近位部の直径は約１２ｍｍで
ある。一実施形態では、装置および方法は、上記の膝上での切断患者において四肢の疼痛
を処置するために、坐骨神経に用いられた。一実施形態では、装置および方法は、膝下で
の切断患者において四肢の疼痛を処置するために、脛骨神経に用いられた。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】外部の波形発生装置および相互接続ケーブルの斜視図である。
【図２】患者の神経を取り巻く神経カフ電極に動作可能に接続された埋め込まれた波形発
生装置の使用中の図である。
【図３Ａ】埋め込まれたカフおよび電極の写真である。
【図３Ｂ】埋め込まれたカフおよび電極の確認の蛍光透視写真である。
【図４】神経カフ電極およびリード線の概略図である。
【図５】本発明の使用と薬物処置とを比較した、ある患者の鎮痛のグラフである。
【図６】本発明を用いたある患者の疼痛強度と鎮痛とのグラフである。
【図７Ａ】巻き上げられていない構成の三極の電極の大まかな概略図である。
【図７Ｂ】図７Ａの一実施形態を具体的な寸法と共に示す図である。
【図８】５人の患者の処置結果の表である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　使用の際、図１に示す外部の波形発生装置と、図２に示す埋め込まれた波形発生装置と
は、神経活動電位を遮断するに十分な任意の形（正弦波、矩形、他の形）で、高周波の交
流電流を送り出した。使用の際、操作者は、電極に印加される電流の量、継続時間、他の
任意所望のパラメータ（例えば、連続性に対する間欠性）などを治療ごとに選択的に調整
した。一実施形態では、１０ｋＨｚの周波数の正弦波形が、効果的かつ繰り返して疼痛を
緩和した。一実施形態では、２０ｋＨｚから３０ｋＨｚの範囲の周波数の正弦波形が効果
的に疼痛を緩和したが、１０ｋＨｚの正弦波形に必要とされる電圧および電流と比較して
、２０ｋＨｚの正弦波形では約２倍の大きさの電圧および電流を必要とし、３０ｋＨｚの
正弦波形では約３倍の大きさの電圧および電流を必要とした。
【００１５】
　１０ｋＨｚの周波数の正弦波形を用いたとき、患者は、１Ｖｐｐから１０Ｖｐｐの範囲
の電圧および１ｍＡｐｐから１６ｍＡｐｐの範囲の電流で、感覚閾値を伝えてきた。感覚
閾値は、患者が、例えば、うずくような感覚を感じることができるといった、印加された
電流に起因する感覚を感じることを指し示した、最小限の刺激であった。
【００１６】
　感覚閾値を示すことは、完全な鎮痛を含むがそれに限定されることのない、疼痛の何ら
かの緩和または改善として広く定義される鎮痛を指し示してはいない。１０ｋＨｚの正弦
波形を用いたとき、患者の疼痛の緩和は、４Ｖｐｐから２０Ｖｐｐの範囲の電圧および４
ｍＡｐｐから２６ｍＡｐｐの範囲の電流で実現された。２つのパラメータ（感覚閾値を実
現するために印加される必要のある電圧／電流に対する、鎮痛を実現するために印加され
る必要のある電圧／電流）の間の間隔は、約１０秒から約６０秒の範囲に渡って、穏やか
な一定の比率の増加によって最適に実現された。これは、治療開始時に患者が疼痛または
他の望ましくない感覚を経験することを、最小限に抑えるかもしくは防止する。
【００１７】
　一実施形態では、電極は、図３Ａに示すように、脛骨神経に埋め込まれた。適切に埋め
込んだかは、図３Ｂに示すように、蛍光透視の可視化によって検証された。
【００１８】
　下肢切断後の疼痛を経験する５人の患者のうちの１人において、基準疼痛強度の程度、
および、自己投与の麻薬錠剤によるこの疼痛の緩和の程度が、連続２１日間の期間に渡っ
て自己評価された開示された神経ブロック装置および方法を用いた基準疼痛強度の程度お
よびこの疼痛の緩和の程度と比較された。０～１０の等級を用いる患者の自己評価の疼痛
強度は、０が疼痛なしであり、１０が疼痛のあり得る最もひどい強度である。麻薬は、１
回分が１０ｍｇ／３２５ｍｇの錠剤として調合されるヒドロコドン／ＡＰＡＰであった。
患者は、必要により、錠剤を自身で経口投与した。
【００１９】
　電気神経ブロック治療を自己適用するとき、患者が調整しなかったパラメータは、印加
される電流の量、および、各適用期間の継続時間であった。患者が調整したパラメータは
、治療を自己適用する２４時間の期間のうちの時間、および、適用ごとの時間間隔であっ
た。一実施形態では、各処置は１０分間であった。一実施形態では、ある自己適用の１０
分間の電気処置に続いて、直ちに少なくとも１回の追加の自己適用の１０分間の電気処置
が行われ、累積的な疼痛の緩和効果が得られた。各間隔の間に印加される電流／電圧の量
は、それぞれ、４ｍＡｐｐから２６ｍＡｐｐ／４Ｖｐｐから２０Ｖｐｐの範囲であった。
【００２０】
　２人の患者の各々についての具体的な選択されたデータが、図５および図６にそれぞれ
示されている。５人の患者すべてについての結果のまとめが、図８に示されている。
【００２１】
　処置の開始から数分以内に疼痛の緩和を経験したと患者らは報告した。しびれる、うず
く、引っ張られるなどの感覚が、処置の開始後数分以内に弱まったと患者らは報告した。
１０分間の処置（電気的に遮断する電流の印加）の後、患者らは、経験した疼痛の緩和が
処置の停止後も数時間まで持続したと報告した。
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【００２２】
　神経伝導ブロックに用いられた電極の様々な実施形態の説明は、次のとおりである。こ
れらの実施形態は、Ｎａｐｌｅｓの米国特許第４，６０２，６２４号で開示された装置の
使用とは異なる。Ｎａｐｌｅｓの電極は、約１ｍｍから約３ｍｍの直径の神経において、
活動電位を、刺激、すなわち、活性化、作用、発生させるために用いられる。Ｎａｐｌｅ
ｓの場合、４組の矩形状の電極が、シリコンなどの非導電性材料の２つの層の間に挟まれ
ている接触点を構成している。非導電性材料の層は自己湾曲であった。導電性の接触点が
、弾性的に伸縮性のある第１の層の内周における部位において、接触点同士の間が一定の
間隔とされて配設されていた。導電性の接触点は、例えば、ステンレス鋼線といった、電
線またはリード線によって接続されている。層は、選択的な調整、この場合、活動電位を
開始するために活性化したとき、導電性の接触点を神経に露出するために、非導電性材料
に孔（窓部）を備えている。孔同士の間の距離（離間距離）、および、層の湾曲する長さ
は、神経の直径に比例している。
【００２３】
　直径が約３ｍｍを超える神経内の活動電位を遮断しようとする試みでは、前述の装置お
よび方法は不適当である。これは、前述の設計を単に大きくするだけでは、約３ｍｍ以下
の直径の典型的な神経と比較して、比較的大きな直径を有する神経内の活動電位の伝導を
遮断するのに必要な適切な電流を流すことができなかったためである。例えば、成人のヒ
トでは坐骨神経が約３ｍｍを超える直径であり、１２ｍｍまでの直径となる可能性がある
。坐骨神経は、病変の源となることが多く、治療を必要とすることがよくある。本発明の
方法は、神経伝導ブロックのために、約３ｍｍを超える直径の神経に用いられた。
【００２４】
　一実施形態では、本発明の方法は、約１ｍｍから約８ｍｍの間の直径の神経に用いられ
た。一実施形態では、本発明の方法は、約３ｍｍから約１０ｍｍの間の直径の神経に用い
られた。一実施形態では、本発明の方法は、約８ｍｍから約１２ｍｍの間の直径の神経に
用いられた。一実施形態では、本発明の方法は、約１２ｍｍまでの直径の神経に用いられ
た。本発明の方法は、坐骨神経を含む神経内の活動電位を遮断し、それによって、末梢神
経の疼痛を改善および／または緩和させた。本発明の方法は、神経内の活動電位を発生さ
せるために用いられたことはなく、活動電位の伝導を遮断するために用いられた。神経内
の活動電位を刺激することに対して、神経内の活動電位の伝導を遮断することは、より大
きな電流を必要とするため、神経と電極との間の境界面においてより小さな抵抗を必要と
する。本発明の方法は、より小さな電力消費で適切な電圧を有利に提供する発生装置を用
いた。したがって、本発明の方法は、発生装置の使用中に発生される熱による組織への熱
損傷を最小限としつつ、効率を改善させた。
【００２５】
　すべての実施形態において、電極は、Ｎａｐｌｅｓの電極などの従来の電極よりも、神
経との接触面が比較的大きかった。１つだけの例が本発明の方法で用いられたため、開口
部同士は０．５ｍｍから１．９ｍｍまでの範囲の間隔で離間された。一実施形態では、開
口部同士は、隣り合う開口部同士の間で中心間の寸法として定義したとき、１．０ｍｍの
間隔で離間された。
【００２６】
　図１に示すように、外部の波形発生装置１０は、ケーブル２５で動作可能に接続された
電極コネクタ２０を備え、コネクタ１３、ＬＥＤ表示部１５、および、オン／オフ表示部
１７を備えている。図２、図３、および図４での使用で示すように、神経カフ電極５０は
、自己湾曲シート５３に含まれる導電性材料５１と、波形発生装置１０に接続するリード
線２５とを備えている。図７Ａおよび図７Ｂで最もよく示すように、導電性材料５１は、
図４に示す埋め込み可能で拡張可能な螺旋状のカフ５２内に含まれて保持されている。カ
フ５２は、約３ｍｍを超えて約１２ｍｍまでの直径の神経に接して調整するように使用す
るために必要な柔軟性を提供し、組織の損傷を最小限にするために、神経との間に硬くな
い接触面を提供する。
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【００２７】
　概して図７Ａに示す一実施形態において、かつ、図７Ｂに示す具体的な一実施形態にお
いて、電極は、図７Ｂでは具体的には白金である導電性材料５１の連続する帯片を、図７
Ｂでは具体的にはシリコンである非導電性材料５３の２つの対向する面またはシートで挟
んだ構成で、非導電性材料５３の全長に沿って含んでいた。非導電性材料５３は自己湾曲
性であった。導電性材料５１の神経との接触点を提供するために、神経の周囲にカフ５２
が埋め込まれ、孔または開口部５７が、非導電性材料５３の一方の面に一定の間隔５９で
作られている。間隔５９の隔たりは、使用中に導電性材料５１が非導電性材料５３内に含
まれて保持されるように、すなわち、非導電性材料が飛び出したり外れたりすることのな
いようになっており、神経との電気的な接触のために導電性材料５１を十分に露出させて
いる。一実施形態では、孔５７は１ｍｍの間隔で作られた。一実施形態では、孔５７は、
約１ｍｍから約２ｍｍ未満の間の範囲の間隔で作られた。孔５７は、非導電性材料５３に
作られた。活動電位の伝導を遮断するために神経が導電性材料５１に曝されるのは、これ
らの孔５７においてであった。二極または三極の実施形態では、帯片同士の間の距離また
は隔たりは、処置される神経の大きさに依存した１：１となっている。すなわち、より大
きい神経は、帯片同士の間により大きな隔たりを許容することができる。図７Ａでは、各
電極について、導電性材料接触部７０を備えた帯片の長さは、リード線または電線Ａ、Ｂ
、およびＣの各々について示されている。この電極の設計は、効果的な電流を流して、活
動電位を効果的に遮断した。この電極の設計は、非導電性材料５３の２つの層の中に導電
性材料５１を含んで保持していた。
【００２８】
　一実施形態では、装置の湾曲した構成は、１０ｍｍの直径で、１．５巻回すなわち円周
の２分の１が非導電性材料５３の単一の挟まれたシート（すなわち２層）を含み、円周の
他方の１．５巻回が非導電性材料５３の２つの挟まれたシート（すなわち４層）を含んで
いた。神経に損傷を与えない可撓性の柔軟なカフとなる任意の巻回が用いられてもよい。
両極間の距離は、内側のカフ直径の約０．７５倍から１．５倍であった。接触面の面積は
、神経の刺激および活性化について開示されたＮａｐｌｅｓの電極などの従来の電極の接
触面の面積より比較的大きく、直径が１２ｍｍまでの神経であっても、神経の活動電位を
遮断するために、より大きな必要な電荷量を安全に送り出した。
【００２９】
　一実施形態では、電極は二極であった。別の実施形態では、電極は、３つの接触する群
、すなわち、三極を用いた。この実施形態では、電極は導電性材料の３つの連続する帯片
を含んでおり、それらは、導電性材料の２つの連続する帯片について先に説明したのと同
じ方法で、２つの対向する非導電性の面の間に設けられたリード線（図７Ａおよび図７Ｂ
におけるＡ、Ｂ、Ｃ）によって接続されている。２つ、３つ、またはより多くの導体の帯
同士の間の離間すなわち距離が、カフの直径の関数である。離間：直径の比は、０．７５
：１．５の範囲である。
【００３０】
　上記の電極は、多くの神経束および／または神経繊維を遮断した。遮断は可逆的であり
、カフは任意の場所で任意の長さの神経に沿って埋め込み可能であり、電気的パラメータ
（電流、電圧、継続時間など）は操作者によって選択された。一実施形態では、埋め込み
可能な装置の受容者が操作者である。一実施形態では、健康管理専門者が操作者である。
電極を使用すると、神経と電極との間の境界面での抵抗が小さくなる。このような複数の
点での接触と、比較的大きな孔とによって、電極は神経幹の少なくとも一部を遮断するこ
とができる。三極の構成とされた一実施形態では、電極は、先ず神経幹の少なくとも一部
を遮断し、次に遮断を検証するために他の部分を刺激するように用いることができる。
【００３１】
　本発明の方法は、様々な疼痛および疼痛以外の用途で使用される。一実施形態は、末梢
神経の疼痛を遮断するために、方法および電極を用いる。使用および説明が先に行われた
切断の疼痛を緩和するための使用に加えて、疼痛を緩和する他の例には、神経因性疼痛、
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侵害受容性疼痛、慢性神経疼痛、片頭痛、ヘルペス後神経痛、骨盤痛、慢性的な術後疼痛
、術後疼痛、および神経痛の緩和が含まれるが、それらに限定されない。当技術分野で知
られているように、疼痛は、知覚神経終末の有害刺激によって引き起こされる不快感とし
て定義されている。切断の疼痛は、例えば、病変や外傷などから生じる治療のために処置
する、体の一部、または四肢もしくは四肢の一部を外科的に除去することから生じる疼痛
である。神経因性疼痛は、末梢神経系または中枢神経系の神経組織の直接的な入力から生
じる疼痛であり、概して、焼けるように、または、うずくように感じられ、感覚消失の領
域でしばしば発生する。侵害受容性疼痛は、疼痛性刺激に対する神経受容体の刺激、すな
わち、侵害受容体の入力から生じる疼痛である。慢性神経疼痛は、神経系に由来し、長い
期間に渡って続く（すなわち、急性ではなく慢性である）疼痛である。片頭痛は、頭痛と
なり、頭蓋外の血管の拡張に関連しており、その原因が明確になる（例えば、特定の食物
の摂取、外的刺激）こともあるし、明確にならないこともある。ヘルペス後神経痛は、帯
状疱疹の以前の発疹の場所で発生する難治性疼痛を伴う神経痛の形態である。骨盤痛は、
骨盤の領域すなわち体幹部の下方部に集中する疼痛である。慢性的な術後疼痛は、整体的
および手術的方法による病気または外傷の処置の後に始まる長期間に渡って続く疼痛であ
る。術後疼痛は、整体的および手術的方法による病気または外傷の処置の後に始まる疼痛
である。神経痛は、任意の数の神経系の病変または疾患から生じる「刺痛」として特徴づ
けられる、しばしば激しい疼痛である。
【００３２】
　他の実施形態では、本発明の方法は、神経の活動電位を遮断することで所望の改善結果
をもたらす疼痛以外の用途で用いられる。このような疼痛以外の使用の一例は、肥満を改
善することである。当技術分野で知られているように、肥満は、主に内蔵および皮下組織
における、脂肪細胞の割合の異常な増加である。本発明の方法は、この実施形態では、迷
走神経において用いることができる。このような疼痛以外の使用の他の例は、過活動膀胱
を改善することである。過活動膀胱は、膀胱保管機能の疾患または病変の俗称である。方
法および電極は、抑制するのが困難で失禁させる可能性がある急激な尿意を改善するため
に、骨盤神経に用いることができる。このような疼痛以外の使用の他の例は、任意の運動
神経の痙性を改善することであり、痙性は、過度な筋肉の収縮をもたらし、何らかの複数
の神経系の疾患に起因する可能性がある。以下の仮説に基づいた例は、これらの実施形態
を例示している。
【００３３】
　２型糖尿病の患者が、脚への血流不足の結果、脚に神経因性疼痛を経験している。通常
の用量の痛みを和らげる麻薬は、効果がないか、もしくは、望ましくない副作用を引き起
こすかのいずれかである。右の坐骨神経幹における膝窩において、電極の埋め込みとカフ
の配置とをした後、患者が１０ｍＡｐｐで１０分間の疼痛の自己処置を行うと、すぐに疼
痛の緩和を経験する。患者は、必要により、オンデマンドで手順を繰り返す。
【００３４】
　片頭痛の患者が、従来の処置に無反応な激しい頭痛を経験している。より大きな後頭神
経幹において、電極の埋め込みとカフの配置とをした後、患者が１０ｍＡｐｐで１０分間
の疼痛の自己処置を行うと、すぐに疼痛の緩和を経験する。患者は、必要により、オンデ
マンドで手順を繰り返す。
【００３５】
　帯状疱疹を患う患者が、従来の処置に無反応なヘルペス後神経痛を経験している。肋間
神経において、電極の埋め込みとカフの配置とをした後、患者が１０ｍＡｐｐで１０分間
の疼痛の自己処置を行うと、すぐに疼痛の緩和を経験する。患者は、必要により、オンデ
マンドで手順を繰り返す。
【００３６】
　術後の鼠径ヘルニア術の患者が、慢性疼痛を経験している。腸骨鼠径神経において、電
極の埋め込みとカフの配置とをした後、患者が１０ｍＡｐｐで１０分間の疼痛の自己処置
を行うと、すぐに疼痛の緩和を経験する。患者は、必要により、オンデマンドで手順を繰
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り返す。
【００３７】
　過活動膀胱症候群を患う患者が、骨盤神経において、電極の埋め込みとカフの配置とを
する手術を受ける。患者が尿意の際に１０ｍＡｐｐで自己処置を行うと、すぐに尿意が止
まるのを経験する。
【００３８】
　筋肉の痙性を患う患者が、運動神経において、電極の埋め込みとカフの配置とをする手
術を受ける。患者が必要なときに１０ｍＡｐｐで自己処置を行うと、神経が刺激する筋肉
の痙性が改善される。
【００３９】
　例示して説明した実施形態は、当業者である発明者による具体的な実施形態であり、決
して限定するものではない。そのため、以下の特許請求の範囲にある本発明の精神から逸
脱することなく、これらの実施形態の様々な変更、改良、または代用を行うことができる
。引用された先行技術文献は、それらの全体が本明細書において参照により明確に組み入
れられる。
【符号の説明】
【００４０】
　　１０　波形発生装置
　　１３　コネクタ
　　１５　ＬＥＤ表示部
　　１７　オン／オフ表示部
　　２０　電極コネクタ
　　２５　ケーブル
　　２５　リード線
　　５０　神経カフ電極
　　５１　導電性材料
　　５２　カフ
　　５３　自己湾曲シート
　　５３　非導電性材料
　　５７　孔
　　５７　開口部
　　５９　間隔
　　７０　導電性材料接触部
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