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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実施される方法であって、
　患者の神経変調効果領域及び治療効果を選択するユーザ入力をコンピュータプロセッサ
によって受信する段階と、
　前記ユーザ入力に応答して、電極神経変調設定を前記コンピュータプロセッサによって
推定する段階と、を含み、前記電極神経変調設定は、それが埋込み済みの電極リード線に
適用されたときに、選択された前記神経変調効果領域に前記コンピュータプロセッサによ
ってマッピングされている少なくとも１つの刺激部位を含む組織活性化容積を生成するた
めのものであり、前記刺激部位は、選択された前記神経変調効果領域から或る距離のとこ
ろにあり、前記電極神経変調設定は、それが埋込み済みの電極リード線に適用されたとき
、選択された治療効果を、選択された前記神経変調効果領域で生じさせ、
　前記少なくとも１つの刺激部位は、複数の個別の部位を含み、及び／又は、前記ユーザ
入力は、前記神経変調効果領域を、神経活動が低下されるべき領域として決定し、及び／
又は、前記マッピングは、感受性加重撮像（ＳＷＩ）画像に基づき、及び／又は、前記マ
ッピングは、確率的トラクトグラフィーモデルに基づき、及び／又は、前記マッピングは
、前記患者に特有であり且つ以前の神経変調に対する前記患者による以前の応答を指示す
る応答情報に基づく患者特有マッピングを含む、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの刺激部位は、複数の個別の部位を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記ユーザ入力は、前記神経変調効果領域を、神経活動が低下されるべき領域として決
定する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記マッピングは、感受性加重撮像（ＳＷＩ）画像に基づく、請求項１～３のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記マッピングは、確率的トラクトグラフィーモデルに基づく、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記マッピングは、前記患者に特有であり且つ以前の神経変調に対する前記患者による
以前の応答を指示する応答情報に基づく患者特有マッピングを含む、請求項１～５のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　選択された前記神経変調効果領域は、前記ユーザ入力によって選択された複数の前記神
経変調効果領域のうちの１つであり、
　前記推定する段階は、選択された前記治療効果を前記複数の神経変調効果領域で生じさ
せるように前記電極リード線の１又は２以上の電極に分配されるべき１又は２以上の神経
変調設定セットを推定する段階を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記電極リード線は、１６よりも多い電極を含み、及び／又は、
　前記電極リード線は、埋込み式パルス発生器を介して制御され、前記埋込み式パルス発
生器は、複数の前記電極リード線の３２の電極が電気刺激パルスを同時に出力するように
構成され、及び／又は、
　前記電極リード線は、埋込み式パルス発生器を介して全てが制御される複数のリード線
のうちの１つであり、前記埋込み式パルス発生器は、前記複数のリード線の３２の電極が
電気刺激パルスを同時に出力するように構成される、請求項１～７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項９】
　前記電極リード線は、複数の前記電極リード線のうちの１つであり、前記電極リード線
の各々は、埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）によって制御される少なくとも１つの電極を
含み、前記埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）は、複数のポートを含み、
　少なくとも１つの多重化モジュールが、前記ポートの各々とそれに対応する前記複数の
電極リード線のうちの２つ以上のサブセットとの間に位置し、前記多重化モジュールは、
前記複数の電極リード線のうちの２つ以上のサブセットのうちの電極リード線を選択して
、前記ポートからの信号を前記電極リード線の電極に適用させるように構成され、前記信
号により、前記電極リード線の電極は、前記サブセットが埋込まれた組織の神経変調のた
めの電気パルスを生じさせる、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　コンピュータによって実施される方法であって、
　患者の神経変調効果領域及び治療効果を選択するユーザ入力をコンピュータプロセッサ
によって受信する段階と、
　前記ユーザ入力に応答して、電極神経変調設定を前記コンピュータプロセッサによって
推定する段階と、を含み、前記電極神経変調設定は、それが埋込み済みの電極リード線に
適用されたときに、選択された前記神経変調効果領域に前記コンピュータプロセッサによ
ってマッピングされている少なくとも１つの刺激部位を含む組織活性化容積を生成するた
めのものであり、前記刺激部位は、選択された前記神経変調効果領域から或る距離のとこ
ろにあり、前記電極神経変調設定は、それが埋込み済みの電極リード線に適用されたとき
、選択された治療効果を、選択された前記神経変調効果領域で生じさせ、
　前記電極リード線は、前記患者の脳に埋込まれるものであり、及び／又は、前記少なく
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とも１つの刺激部位は、複数の個別の部位を含み、及び／又は、前記ユーザ入力は、前記
神経変調効果領域を、神経活動が低下されるべき領域として決定し、及び／又は、前記マ
ッピングは、感受性加重撮像（ＳＷＩ）画像に基づき、及び／又は、前記マッピングは、
確率的トラクトグラフィーモデルに基づき、及び／又は、前記マッピングは、前記患者に
特有であり且つ以前の神経変調に対する前記患者による以前の応答を指示する応答情報に
基づく患者特有マッピングを含む、方法。
【請求項１１】
　前記電極リード線は、前記患者の脳に埋込まれるものである、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの刺激部位は、複数の個別の部位を含む、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記ユーザ入力は、前記神経変調効果領域を、神経活動が低下されるべき領域として決
定する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記マッピングは、感受性加重撮像（ＳＷＩ）画像に基づく、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記マッピングは、確率的トラクトグラフィーモデルに基づく、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記マッピングは、前記患者に特有であり且つ以前の神経変調に対する前記患者による
以前の応答を指示する応答情報に基づく患者特有マッピングを含む、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１７】
　選択された前記神経変調効果領域は、前記ユーザ入力によって選択された複数の前記神
経変調効果領域のうちの１つであり、
　前記推定する段階は、選択された前記治療効果を前記複数の神経変調効果領域で生じさ
せるように前記電極リード線の１又は２以上の電極に分配されるべき１又は２以上の神経
変調設定セットを推定する段階を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記コンピュータプロセッサによる前記マッピングは、新しい刺激パラメータを、モデ
ルにされた複数の刺激パラメータから外挿することによって実行され、前記刺激パラメー
タは、前記モデルにおいて複数の神経変調効果領域にマッピングされ、且つ、選択された
効果を選択された前記神経変調効果領域のところで生じさせるように前記コンピュータプ
ロセッサによって前記モデルに基づいて推定され、選択された前記神経変調効果領域にお
ける選択された前記効果は、前記モデルにおいてマッピングされない、請求項１０に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の側面は、刺激が感知信号に応答するようにプログラマブルである埋込みリード
線の電極による感知及び解剖学的刺激のためのシステム及び方法に関する。本発明の側面
は、患者特有相互作用モデルを生成し、刺激部位及び神経変調部位を含む刺激パラダイム
間の関係を決定し、ある状態への感知された変化に応答して刺激目標及びパラダイム(par
adigms)を動的に変更し、及び／又は候補刺激部位と影響を受けた解剖学的領域の間の相
関関係の視覚表現を出力するためのシステムに関する。本発明の側面は、刺激を行い、か
つ刺激の効果に関するデータの入力を感知又は受信して、ユーザによって選択された部位
で神経変調を引き起こすためのかつ候補刺激部位と影響を受けた神経変調部位の間の関係
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の視覚的マッピングを出力するための刺激すべき部位を決定するためにシステムによって
使用可能な患者特有相互作用モデルを生成するように構成されたシステムに関する。本発
明の側面は、候補刺激部位とリード線の異なる配置に対して影響を受ける神経変調部位と
の間の様々な関係を示し、リード線のための最適埋込み部位を手術前に決定するためのユ
ーザによる使用のために出力される患者特有相互作用モデルをリード線の埋込み前にトラ
クトグラフィー(tractography)解析に基づいて生成することに関する。システムは、臨床
用途と解析及び科学的調査との両方に対して使用可能である。本発明は、これによりその
内容全体が本明細書に引用によって全体的に組み込まれる特許文献１として公開された特
許文献２の主題に更に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者の解剖学的領域の刺激は、疾患の処置に対する臨床的技術である。そのような刺激
は、脳深部刺激（ＤＢＳ）、脊髄刺激（ＳＣＳ）、後頭ＮＳ治療、三又神経ＮＳ治療、周
囲視野刺激治療、仙髄根刺激治療、又は他のそのような治療を含むことができる。例えば
、脳深部刺激（ＤＢＳ）は、視床又は基底核の電気刺激を含む場合があり、本態性振戦、
パーキンソン病（ＰＤ）、及びジストニア、並びに他の生理障害のような運動障害のよう
な疾患を処置するために使用する場合がある。脳深部刺激（ＤＢＳ）はまた、外傷性脳損
傷及び卒中に有用である場合がある。脳深部刺激（ＤＢＳ）はまた、抑鬱症、肥満、てん
かん、及び強迫性障害、トゥーレット症候群、統合失調症、及び他の適応症を処置するの
に有用である場合がある。
【０００３】
　脳深部刺激（ＤＢＳ）のような刺激手順は、典型的には、例えば、コンピュータ断層撮
影（ＣＴ）スキャナデバイス、磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）デバイス、又はいずれかの他の画
像診断法などを使用して患者の脳の手術前画像を最初に取得することを伴う。これは、画
像診断法によって生成される画像上で見える球状又は他の基準マーカを患者の頭蓋骨に最
初に固定することを伴う場合がある。基準マーカは、後の外科的手順中に手術室で患者の
実際の物理的位置に手術前画像を位置合わせするのを補助する。
【０００４】
　手術前画像を画像診断法によって取得した後に、次に、それらは、画像支援式手術（Ｉ
ＧＳ）ワークステーションの上にロードされ、画像支援式手術（ＩＧＳ）ワークステーシ
ョン上に表示された手術前画像を使用して、神経外科医は、患者生体構造内、例えば、脳
内のターゲット領域と、例えば、患者の頭蓋骨上の進入点と、進入点とターゲット領域の
間の望ましい軌道とを選択することができる。進入点及び軌道は、典型的には、ある一定
の近くの重要な構造又は血管系を交差又はそうでなければ損傷するのを避けるために注意
深く選択される。
【０００５】
　手術室において、医師は、患者の頭蓋骨上の進入点をマーク付けし、その位置に穿頭孔
を穿孔し、穿頭孔の回りに軌道ガイドデバイスを固定する。軌道ガイドデバイスは、ター
ゲット領域への望ましい軌道を取得するために視準することができるボアを含む。視準し
た後に、軌道ガイドは、視準した軌道をターゲット領域に向けて保つようにロックされ、
次に、マイクロドライブ導入器を使用して、例えば脳のターゲット領域に向けて軌道に沿
って手術器具を挿入する。手術器具は、取りわけ、例えば脳の固有電気信号を記録するた
めの記録電極リード線、例えば脳のターゲット領域に電気エネルギを提供するための刺激
電極リード線、又は例えば脳のターゲット領域に向けて主な器具をステアリングするため
の関連の補助ガイドワイヤ又はガイドカテーテルを含むことができる。
【０００６】
　複数の密接に離間して電気的に独立した刺激電極接点を典型的に含む刺激電極リード線
は、次に、刺激のターゲットにされた組織に近接して導入かつ位置決めされ、例えば脳の
ターゲット領域に治療刺激を送出する。埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）は、リード線を
通じて信号を伝達するために電気パルスを発生させる。リード線は、作動可能な時にリー
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ド線の中心長手方向軸線に垂直に電極を横断する任意の平面において電極から同じ距離で
全ての位置でほぼ同じ電気値を生成する円筒対称電極を含むことができる。これに代えて
、リード線は、電極からの方向に応じて異なる電気値を生成する有向電極を含むことがで
きる。次に、刺激電極リード線は、その後に実施すべき脳深部刺激（ＤＢＳ）治療のため
に、例えば患者の頭蓋骨における穿頭孔入口に位置付けられた器具不動化デバイスを使用
するなどによって不動化される。
【０００７】
　ターゲット解剖学的領域は、高い導電性を示す組織を含む可能性がある。与えられた刺
激パラメータ設定値に対して、神経要素のそれぞれのサブセットは、応答して活性化され
る。刺激パラメータは、例えば、電流振幅又は電圧振幅を含むことができ、それは、リー
ド線の電極の全てに対して同じとすることができ、又はリード線の異なる電極間で変わる
場合がある。適用された振幅設定値は、周囲神経要素に対応する電流及び従って周囲組織
に対応する電圧分布をもたらす。
【０００８】
　刺激電極リード線の不動化後に、実際の刺激治療は、多くの場合に、約２週間から１か
月の期間が経過した後まで開始されない。これは、主として、導入された電極リード線に
対する脳組織の急性応答（例えば、隣接する瘢痕組織の形成）及び患者の病徴の安定化の
ためである。その時点で、刺激電極接点のうちの特定の１又は２以上が、治療刺激を送出
するために選択され、他の刺激パラメータは、治療利益の受容可能なレベルを達成するた
めに調節される。埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）は、刺激によって治療的に影響を受け
ている組織の容積のサイズ、形状、及び位置を相応に変更するために独立に又は同時に変
えることができる広範囲の刺激設定値を提供する。
【０００９】
　どの治療レジメンが特定の患者又は患者の群に最良に適するかを決定するために刺激及
び刺激治療のターゲット領域の診査を容易するシステム及び方法を提供する。
【００１０】
　処置している医師は、典型的には、特定の患者に対する刺激パラメータ（刺激電極接点
のうちのどの１又は２以上を使用するか、刺激パルス振幅、例えば、使用されている刺激
に応じて電流又は電圧、刺激パルス幅、及び／又は刺激周波数のような）を調整して治療
の有効性を改善したいであろう。刺激のためのパラメータ選択は、例えば、試行錯誤を通
じて達成することができる。しかし、誘導式視覚化ソフトウエアの使用は、効率的刺激パ
ラメータ選択を提供する。Ｆｒａｎｋｅｍｏｌｌｅ，Ａ．他著「脳深部刺激プログラミン
グに計算モデル化手法を使用するパーキンソン病患者における認知運動障害の克服」、Ｂ
ｒａｉｎ１３３（３）：７４６－７６１（２０１０）を参照されたい。実際に、刺激によ
る影響を受ける組織の容積の計算モデルと共に組織媒体における電極位置の視覚的支援を
提供し、それによってパラメータ選択を容易にするシステム及び方法が提供されている。
例えば、各々の内容がこれにより全体的に本明細書に引用によって組み込まれる特許文献
３として公開された２００９年５月１５日出願の特許文献４（「’３３０出願」）、特許
文献５として刊行された２００９年５月１５日出願の特許文献６（「’３１２出願」）、
特許文献７として公開された２００９年５月１５日出願の特許文献８（「’３４０出願」
）、特許文献９として公開された２００９年５月１５日出願の特許文献１０（「’３４３
出願」）、及び特許文献１１として公開された２００９年５月１５日出願の特許文献１２
（「’３１４出願」）を参照されたい。それらの出願は、刺激パラメータの入力に基づく
推定活性化容積（ＶＯＡ）の生成のための方程式ベースのモデルを含むシステムを説明し
ている。説明されたシステム及び方法は、刺激容積の推定と、推定刺激容積とそれらが患
者生体構造の様々な領域と相互作用する方法とをグラフィックに識別する患者生体構造及
び／又は刺激リード線の表示モデルとを提供する。医師が治療刺激パラメータ組合せを選
択する場合に、ソフトウエアは、システムによって活性化されると推定される周囲組織の
容積の表現を表示する。Ｓ．Ｍｉｏｃｉｎｏｖｉｃ他著「案内人：定位固定神経生理学的
記録及び脳深部刺激電極配置ソフトウエアシステム」、Ａｃｔａ　Ｎｅｕｒｏｃｈｉｒ．
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Ｓｕｐｐｌ．９７（２）：５６１－５６７（２００７）も参照されたい。図３は、例示の
ユーザインタフェースを示し、それを使用してユーザは、左の２つのパネルにおいて刺激
装置設定値を入力及び／又は修正することができ、一方、右パネルは、解剖学的構造のモ
デル、埋込みリード線、及び推定ＶＯＡを示している。
【００１１】
　各々がこれにより全体的に引用によって組み込まれる２０１１年８月９日出願の特許文
献１３（「’５８３出願」）及び２０１２年６月２２日出願の特許文献１４（「’２７０
出願」）、及び特許文献１５として公開された２０１２年８月９日出願の特許文献１６（
「’９６２出願」）は、ファイバ特定ベースでＶＯＡの生成を更に説明している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１２／００１４５８０号明細書
【特許文献２】米国特許出願出願番号第１３，１６０，１０４号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００９／０２８７２７１号明細書
【特許文献４】米国特許出願出願番号第１２／４５４，３３０号明細書
【特許文献５】米国特許第８，３２６，４３３号明細書
【特許文献６】米国特許出願出願番号第１２／４５４，３１２号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００９／０２８７２７２号明細書
【特許文献８】米国特許出願出願番号第１２／４５４，３４０号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００９／０２８７２７３号明細書
【特許文献１０】米国特許出願出願番号第１２／４５４，３４３号明細書
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００９／０２８７４６７号明細書
【特許文献１２】米国特許出願出願番号第１２／４５４，３１４号明細書
【特許文献１３】米国仮特許出願第６１／５２１，５８３号明細書
【特許文献１４】米国仮特許出願第６１／６９０，２７０号明細書
【特許文献１５】米国特許出願公開第２０１３／０１１６７４４号明細書
【特許文献１６】米国特許出願出願番号第１３／５０７，９６２号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２０１４／００６６９９９号明細書
【特許文献１８】米国仮特許出願第６１／７５３，２３２号明細書
【特許文献１９】米国特許出願出願番号第１４／０１１，８７０号明細書
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｆｒａｎｋｅｍｏｌｌｅ，Ａ．他著「脳深部刺激プログラミングに計算
モデル化手法を使用するパーキンソン病患者における認知運動障害の克服」、Ｂｒａｉｎ
１３３（３）：７４６－７６１（２０１０）
【非特許文献２】Ｓ．Ｍｉｏｃｉｎｏｖｉｃ他著「案内人：定位固定神経生理学的記録及
び脳深部刺激電極配置ソフトウエアシステム」、Ａｃｔａ　Ｎｅｕｒｏｃｈｉｒ．Ｓｕｐ
ｐｌ．９７（２）：５６１－５６７（２００７）
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の例示の実施形態によれば、刺激リード線装置は、リード線への複数のポートを
含むプログラミングソース、例えば、埋込みパルス発生器（ＩＰＧ）に接続された複数の
リード線を含み、ここで、リード線は多くの電極を含む。例示の実施形態において、配置
は、リード線及び電極の特定のものを選択するためのマルチプレクサを更に含む。電極又
はその少なくとも一部分は、リード線を埋込む患者の解剖学的領域、例えば脳を刺激する
ために電気パルスを放出するように制御可能である。これに加えて、電極又はその少なく
とも一部分は、例示の実施形態によれば、刺激の効果を感知するためのセンサとして使用
可能である。多くのリード線及び電極の包含に起因して、電極は、刺激及び感知が多くの
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位置で実施される多くの異なる位置に置くことができ、それによって多くの情報を蓄積す
ることができ、それに基づいて、システムは、例示の実施形態によれば、影響を受けた神
経変調部位に刺激部位及びそれらの対応する刺激パラメータを関連付ける患者特有相互作
用モデルを生成する。例えば、システムは、電極を制御して刺激を行い、電極からセンサ
読取値を取得し、センサ読取値に従って刺激パラメータを修正する。システムは、複数の
そのような印加された刺激にわたって取得されるセンサ情報を使用して患者特有相互作用
モデルを生成及び／又は更新する。更に、例示の実施形態において、システムは、以前の
刺激の効果を示すセンサ情報に従って更新された患者特有相互作用モデルに基づいて刺激
パラメータを修正する。しかし、以下に説明するように、患者特有相互作用モデルは、こ
れに代えて又は補足として、トラクトグラフィーマッピングのような他の入力に基づいて
生成することができる。
【００１５】
　更に、本発明は、複数の解剖学的位置に位置決めされた多くの埋込み電極を有するシス
テムが過度に扱いにくくないようにパラメータ選択を簡素化する例示の方法を提供する。
例えば、システムは、ユーザが神経変調効果領域での望ましい結果を選択することができ
るモデルを使用し、システムは、ユーザが多数の電極の各々に対してパラメータを選択す
る必要がないように、実施する特定の電極と、それらの電極に対して使用する特定の設定
値とを選択する。すなわち、マッピングは、多くの電極を含むそのようなシステムの実施
を考慮するものである。
【００１６】
　本発明の例示の実施形態は、神経系の複数の部位で同時に刺激かつ感知するように構成
された感知及び刺激システムを提供する。システムは、刺激が生又は処理済み感知情報に
応答するものである開ループモード又は閉ループモードのいずれかで刺激が行われるよう
に構成される。システムは、１又は２以上の解剖学的領域、組織、及び／又は構造を刺激
するための１又は２以上のモジュールを含む。１又は２以上のモジュールは、同時に複数
の感知部位において感知し、かつ１又は２以上の刺激部位を刺激するように構成される。
【００１７】
　例示の実施形態によれば、システムは、患者の状態及び／又はシステムの状態を決定す
るためのセンサ情報及び／又はユーザ入力を取得し、かつ刺激情報と共同してそのような
情報に基づいて、影響を受けた神経変調部位に刺激部位及び関連の刺激パラメータを関連
付ける本明細書では患者特有相互作用モデルとも呼ぶ伝達関数を生成するように構成され
る。
【００１８】
　例えば、例示の実施形態によれば、システムは、１つの刺激パラメータセット又は複数
の刺激パラメータセットで１つずつ複数の解剖学的部位を刺激する。各そのような刺激に
対して、システムは、センサから及び／又は患者に対するそれぞれの刺激の効果に関する
ユーザ入力情報から取得される情報を使用し、それによって、影響を受けた神経変調部位
に対する刺激部位の相関関係を学習し、そのような相関関係は、特定の刺激部位に対して
影響を受ける神経変調部位（例えば、それらは異なる刺激パラメータに対して異なる可能
性がある）を予想する患者特有相互作用モデルを形成する。システムは、１又は２以上の
ターゲットにされた神経変調領域のユーザ入力に応答して、相互作用モデルを使用してそ
の後に推奨刺激部位（及び刺激パラメータ）を出力するように構成される。例えば、既知
の伝達関数に基づいて、システムは、推奨される１又は２以上の刺激部位と、刺激部位と
は異なる場合がある１又は２以上のターゲット部位で神経変調を達成するための１又は２
以上のパラメータセットとを決定する最適化アルゴリズム使用する。例えば、例示の実施
形態によれば、システムは、初期候補を取得するために相互作用モデルの線形拡張性を最
初に仮定し、次に、いずれかの適切に妥当な最適化、例えば、勾配降下最適化アルゴリズ
ムを使用して候補選択を精緻化する。
【００１９】
　例示の実施形態によれば、システムは、１又は２以上の部位を刺激し、かつ複数の部位
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で同時又は順番のいずれかで感知するように構成され（例えば、局所電界電位（ＬＦＰ）
、個々のニューロンでの活動電位、平均発射率、特定周波数帯域での電力）、例示の実施
形態によれば、システムは、複数の部位での感知に基づいて１又は２以上の部位での刺激
を修正するように構成される。てんかんは、感知に応答する刺激が価値を有するように示
された最適な適応症のうちの１つである。脊髄刺激（ＳＣＳ）では、感知はまた、患者に
対する振幅を管理するための価値（Ｓａｌｕｄａ／ＮＩＣＴＡ）を有するように示されて
いる。臨床評価が行われており、本発明によるシステムは、そのような感知における更に
別の価値を決定するための評価を行うのを補助することができる。具体的には、例示の実
施形態は、強化された閉ループ作動を提供する複数の部位での感知、及び／又は上述のよ
うな感知活動電位、平均発射率、及び／又は周波数帯域特定電力の使用を提供する。
【００２０】
　例示の実施形態において、システムは、１又は２以上の刺激部位での刺激による影響を
受けると予想される神経系の区域及び／又は構成要素を視覚化する（及び／又はそのリス
トを出力する）ためのモジュールを更に含む。モジュールは、システムモデルに基づいて
予想部位を決定するように構成される（モデルは、患者特有Ｘ線画像データ、地図状モデ
ル、システムによって測定された時の刺激に対する誘発応答から導出される情報、類似の
データから平均患者モデルに編成された情報、又はＰＥＴ、ＭＲＩ、又は他の機能的画像
データから導出される情報から導出することができる）。
【００２１】
　システムは、例示の実施形態によれば、相互作用モデルの自動決定のためのアルゴリズ
ムと、ユーザ定義の刺激目標、例えば、区域Ｘ及びＹの刺激、並びに特定の目標を達成す
るようなＡ及びＢの抑制（観察された兆候（例えば、ＬＦＰ、平均発射率、その他）に応
答して開ループ又は閉ループ）のための刺激ソリューションを自動的に導出するアルゴリ
ズムとを含む。更にこれに関して、ユーザ入力目標は、ある一定の神経変調効果を生じる
こと、及び／又は１又は２以上の領域で神経活動を低減することである可能性がある。例
えば、センサは、１又は２以上の領域で神経活動を感知することができると考えられ、臨
床医が入力することができるこの神経活動は、低減されるべきである。次に、システムは
、最適化アルゴリズムを使用して、どの１又は２以上の領域で刺激を行うか、どの刺激パ
ラメータを使用して示された部位で示された神経変調を最も効果的に達成し、かつ示され
た神経効果を最も効果的に低下させるか（例えば、示された領域で）を出力する。
【００２２】
　更に、システムは、高度に拡張可能であり、すなわち、複合多点神経系（ほとんどの神
経系は、このタイプのものである）と相互作用するように、かつ神経系との時空相互作用
の進歩に応答して新しい及び改善された治療のために使用することができる。
【００２３】
　本発明の例示の実施形態によれば、リード線は、１６よりも多い電極を含み、システム
は、そのようなリード線を使用して刺激を制御するように構成される。例示の実施形態に
よれば、システムは、何百もの電極を提供し、制御し、かつモニタするように拡張可能で
ある。
【００２４】
　例示の実施形態によれば、システムは、臨床医が複合刺激プログラムを調節するのを助
けることができる神経系視覚化支援を提供する。
【００２５】
　本発明の実施例により、コンピュータ実施方法は、患者の神経変調効果領域を選択する
ユーザ入力をコンピュータプロセッサによって受信する段階と、入力に応答して、選択さ
れた神経変調効果領域にプロセッサによってマッピングされ、かつそこから距離を置いた
少なくとも１つのターゲット解剖学的刺激候補領域を少なくとも部分的に取囲む組織活性
化容積を埋込まれた電極リード線に印加された時に生成するようにプロセッサによって推
定された電極神経変調設定をプロセッサによって決定する段階とを含む。
【００２６】
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　本方法の例示の態様により、リード線は、患者の脳に埋込まれる。これに代えて又はこ
れに加えて、少なくとも１つのターゲット解剖学的刺激候補領域は、複数の個別の領域を
含む。これに代えて又はこれに加えて、ユーザ入力は、神経活動が低下されるべき領域と
して神経変調効果領域を指定する。これに代えて又はこれに加えて、マッピングは、感受
性加重撮像（ＳＷＩ）画像に基づく。これに代えて又はこれに加えて、マッピングは、確
率的トラクトグラフィーモデルに基づく。これに代えて又はこれに加えて、マッピングは
、患者に特定であり、かつ以前の神経変調に対する患者による前の応答を示す応答情報に
基づく患者特有マッピングを含む。
【００２７】
　上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本方法の例
示の態様により、選択された神経変調効果領域は、ユーザ入力によって選択された複数の
神経変調効果領域のうちの１つであり、決定する段階は、複数の神経変調効果領域で選択
された治療効果を生じるようにリード線の１又は２以上の電極に分配されるべき１又は２
以上のセットの神経変調設定値を決定する段階を含む。
【００２８】
　上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本方法の例
示の態様により、プロセッサによって実行されるマッピングは、モデル内で神経変調効果
領域にマッピングされたモデル化刺激パラメータから新しい刺激パラメータを外挿するこ
とによって実行され、この刺激パラメータは、選択された神経変調効果領域で選択された
効果を生じるようにプロセッサによってかつモデルに基づいて推定され、選択された神経
変調効果領域での選択された効果は、モデル内でマッピングされない。
【００２９】
　上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本方法の例
示の態様により、本方法は、マッピングを生成する段階を更に含み、マッピングの生成は
、それぞれの複数のセットの神経変調設定値での複数の神経変調を実行する段階と、神経
変調の少なくともサブセットの各々に対して、それぞれの１又は２以上の解剖学的領域で
発生する少なくとも１つの神経変調効果を記録する段階とを含み、１又は２以上の解剖学
的領域は、それぞれの神経変調によって活性化されたとプロセッサによって推定された組
織のそれぞれの１又は２以上の刺激領域にプロセッサによって応答的にマッピングされる
。
【００３０】
　直前の態様の例示の更に別の態様により、マッピングは、患者特有マッピングであり、
複数の神経変調は、患者に対して実行される。
【００３１】
　２つの直前の態様のうちのいずれかの例示の更に別の態様により、神経変調効果の少な
くとも一部は、リード線の電極によって感知される。
【００３２】
　直前の態様の例示の更に別の態様により、複数の神経変調は、神経変調効果の少なくと
も一部を感知した電極とは異なるリード線の電極によって実行される。これに代えて、リ
ード線の電極の少なくともサブセットの各々は、神経変調を実行して神経変調の効果を感
知するその両方を行うように構成される。
【００３３】
　神経変調効果がそれに従って記録される先行態様のうちのいずれかの例示の更に別の態
様により、神経変調効果の少なくとも一部は、ユーザによって入力される。
【００３４】
　上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本方法の例
示の態様により、リード線は、１６よりも多い電極を含み、リード線は、リード線の３２
の電極に電気刺激パルスを同時に出力させるように構成された埋込み式パルス発生器を通
じて制御され、及び／又はリード線は、複数のリード線の３２の電極に電気刺激パルスを
同時に出力させるように構成された埋込み式パルス発生器を通じて全て制御される複数の
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リード線のうちの１つである。
【００３５】
　上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本方法の例
示の態様により、本方法は、埋込まれたリード線の電極を決定された設定値に従って神経
変調治療を実行するように制御する段階と、電極からセンサ読取値を取得する段階と、セ
ンサ読取値に応答して刺激設定値を修正する段階とを更に含む。
【００３６】
　直前の態様の例示の更に別の態様により、本方法は、臨床状態の複数のユーザ入力を経
時的に受信する段階と、ユーザ入力臨床状態を臨床状態がそれぞれ対応する時間に電極に
よって感知された生体電位特徴にプロセッサによって相関させる段階とを更に含む。更に
、設定値がそれに応答して修正されるセンサ読取値は、それぞれの生体電位特徴を示し、
修正は、相関関係に基づく。
【００３７】
　センサ読取値に応答して刺激設定値がそれに従って修正される態様の例示の更に別の態
様により、センサ読取値は、修正が平均発射率に基づくものである神経要素の平均発射率
を示し、指定された周波数帯域での電力読取値であり、及び／又は局所電界電位のもので
ある。
【００３８】
　上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本方法の例
示の態様により、リード線は、複数のリード線のうちの１つであり、リード線の各々は、
埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）によって制御される少なくとも１つのそれぞれの電極を
含み、埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）は、複数のポートを含み、少なくとも１つのマル
チプレクサが、ポートのそれぞれの１つと複数のリード線のうちの１つよりも多いものの
それぞれのサブセットとの間に設けられ、このマルチプレクサは、複数のリード線のうち
の１つよりも多いもののサブセットの間でそれぞれのポートからの信号のその電極への印
加に対して選択するように構成され、信号は、リード線のサブセットが埋込まれた組織の
神経変調のための電気パルスをその電極に生成させる。
【００３９】
　本発明の実施例により、コンピュータ実施方法は、埋込まれたリード線の電極を１組の
刺激パラメータに従って神経変調治療を実行するように制御する段階と、電極からセンサ
読取値を取得する段階と、センサ読取値に応答して刺激パラメータを修正する段階とを含
む。
【００４０】
　本方法の例示の態様により、本方法は、臨床状態の複数のユーザ入力を経時的に受信す
る段階と、臨床状態がそれぞれ対応する時間にユーザ入力臨床状態を電極によって感知さ
れる生体電位特徴にプロセッサによって相関させる段階とを更に含む。更に、刺激パラメ
ータがそれに応答して修正されるセンサ読取値は、それぞれの生体電位特徴を示し、修正
は、相関関係に基づく。
【００４１】
　直前の態様と組合せて提供することができる本方法の例示の態様により、本方法は、複
数の状態のユーザ入力と、複数の状態の各々に対して、状態のうちの少なくとも１つが非
埋込みセンサの読取値によって定められるそれぞれの状態の感知に応答して印加されるべ
きそれぞれのセットの刺激パラメータとを受信する段階と、リード線の電極の読取値を非
埋込みセンサの読取値にプロセッサによって時間的に相関させる段階と、リード線の電極
の読取値に従って状態のうちの少なくとも１つの定義を状態の代替定義でプロセッサによ
って置換する段階であって、上記修正する段階が代替定義に基づいて実行される上記置換
する段階とを更に含む。
【００４２】
　本方法の上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本
方法の例示の態様により、修正は、それぞれの複数の解剖学的位置に位置決めされた複数



(11) JP 6352416 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

の電極のセンサ読取値に基づく。
【００４３】
　本方法の上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本
方法の例示の態様により、センサ読取値は、神経要素の平均発射率を示し、修正は、平均
発射率に基づく。
【００４４】
　本方法の上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本
方法の例示の態様により、センサ読取値は、指定された周波数帯域での電力読取値を含む
。
【００４５】
　本方法の上述の態様のうちのいずれか１又は２以上と組合せて提供することができる本
方法の例示の態様により、センサ読取値は、局所電界電位の読取値を含む。
【００４６】
　本発明の例示の実施形態によれば、刺激システムは、複数のポートを含む埋込み式パル
ス発生器（ＩＰＧ）と、少なくとも１つのそれぞれの電極を各々が含む複数のリード線と
、ポートのそれぞれの１つと複数のリード線のうちの１つよりも多いもののそれぞれのサ
ブセットとの間の少なくとも１つのマルチプレクサとを含み、このマルチプレクサは、複
数のリード線のうちの１つよりも多いもののサブセットの間でそれぞれのポートからの信
号のその電極への印加に対して選択するように構成され、信号は、リード線のサブセット
が埋込まれた組織の神経変調のための電気パルスをその電極に生成させる。
【００４７】
　本明細書に説明する様々な構成要素及び方法は、各単独で又は様々な組合せに実施され
、及び／又は提供することができる。
【００４８】
　本発明の例示の実施形態は、単独又は組合せで本明細書に説明する方法のいずれかを実
行するのに例えば任意の従来のメモリデバイスを含むハードウエアコンピュータ可読媒体
上に設けられたコードを実行するために任意の従来の処理回路及びデバイス又はその組合
せ、例えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）の中央演算処理ユニット（ＣＰＵ）又は他
のワークステーションプロセッサを使用して実施する、ことができるプロセッサに関する
。メモリデバイスは、任意の従来の恒久的及び／又は一時的メモリ回路又はその組合せを
含むことができ、その非網羅的リストは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し
専用メモリ（ＲＯＭ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ
）、及び磁気テープを含む。
【００４９】
　本発明の例示の実施形態は、本明細書に説明する方法を実行するためにプロセッサによ
って実行可能な命令を格納した例えば上述のようなハードウエアコンピュータ可読媒体に
関する。
【００５０】
　本発明の例示の実施形態は、本明細書に説明する方法を実行するためにプロセッサによ
って実行可能な命令を伝達する例えばハードウエア構成要素又は機械の方法に関する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の例示の実施形態による感知及び刺激デバイスを示す図である。
【図２】本発明の例示の実施形態による多重化モジュールを備えた感知及び刺激デバイス
を示す図である。
【図３】刺激プログラムを設定及び視覚化するための従来のユーザインタフェースの図で
ある。
【図４】グレースケール画像では示されていないが、異なる表示された神経要素が異なる
色で表示され、異なる色が対応する神経変調効果を表す本発明の例示の実施形態によるト
ラクトグラフィーマッピング及び刺激モデルを示すユーザインタフェースの例示の表示を
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示す図である。
【図５】本発明の例示の実施形態による部位Ａ－Ｃ（図示の図表の横列）のうちのそれぞ
れのものでの刺激に対する部位Ａ－Ｃ（図示の図表の縦列）での予想神経変調効果を示す
確率的患者特有トラクトグラフィーベースのモデルを示す図である。
【図６】本発明の例示の実施形態による部位Ａ－Ｃ（図示の図表の横列）のうちのそれぞ
れのものでの刺激に対する部位Ａ－Ｃ（図示の図表の縦列）での予想神経変調効果を示す
確率的患者特有生体電位ベースのモデルを示す図である。
【図７】本発明の例示の実施形態により特定の刺激パラダイムの影響を受ける可能性が高
い区域をグラフィックに識別する例示のユーザインタフェース表示を示す図である。
【図８】本発明の例示の実施形態によりユーザ入力に応答して刺激パラダイム及び関連の
パラメータを提案するシステムのための例示のデータフローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　例示の実施形態によれば、システムは、電源を備えた少なくとも１つの能動刺激／感知
モジュールを含む。
【００５３】
　例示の実施形態によれば、システムは、拡張可能性を提供する１又は２以上のモジュー
ルを含む。複数のモジュールは、１次モジュールによって給電することができ、又は各々
はそれ自体電源を有することができる。例示の実施形態において、複数のモジュールは、
ワイヤ（又は別の有形接続）によって相互接続される。これに代えて、モジュールは無線
で接続される。更に、例示の実施形態によれば、システムは、モジュールの間に有線及び
無線接続を含む。
【００５４】
　例示の実施形態によれば、システムは、１６よりも多い感知／記録電極を含む１又は２
以上のリード線を含み、かつその刺激及び感知を管理する。複数の電流源アーキテクチャ
（電極の全てに対する単一電圧又は電流源とは対照的）は、それが安定した刺激に最高の
機会を提供するので最適刺激アーキテクチャであり、かつ１又は２以上の刺激部位で刺激
の微調節を可能にする。
【００５５】
　本発明の例示の実施形態によれば、システムは、複数の位置を同時に（又は高いサンプ
リング速度によりほぼ同時に）記録して少なくとも１つの部位を刺激するように構成され
る。複数の部位からの感知データは、一緒に処理されて１又は２以上の部位で刺激を駆動
することができる。
【００５６】
　すなわち、例えば、本発明の実施例により、方法は、１組の刺激パラメータに従って神
経変調治療を実行するように埋込まれたリード線の電極を制御する段階と、電極からセン
サ読取値を取得する段階と、センサ読取値に応答して、刺激パラメータを修正する段階と
を含む。更に、実施例により、修正は、それぞれの複数の解剖学的位置に位置決めされた
複数の電極のセンサ読取値に基づく。以下には、感知及び刺激を実行するために使用する
のに特に適するリード線システムを説明しており、ここでシステムは、感知及び／又は刺
激するために多くの解剖学的位置に位置決めされた電極を含む。
【００５７】
　システムはまた、開ループモードでプログラムされた刺激をサポートする。システムは
また、開ループモードでの感知をサポートし、ここでシステムは、ユーザインタフェース
を通じて感知データ（生又は処理済み）をユーザに提供し、データは、電極が正しい位置
にあるかをユーザが知るのを助けることができ（例えば、誘発電位特徴の知識により）、
そうでなければ臨床医／医師が神経系と相互作用するのを助けることができる。刺激応答
は、必要ではないが感知部位と一致することができる１つ又は複数の位置で起こるように
プログラムすることができることに注意すべきである。
【００５８】
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　そのような複雑さを有するシステムの有用性は、視覚化及びアルゴリズムによって大い
に高められる。すなわち、本発明の例示の実施形態によれば、システムは、１つの部位で
のいずれかの刺激が他の部位に影響を与えるかを医師が推定するのを補助する視覚化構成
要素を提供する。例示の実施形態によれば、システムは、拡散テンソル撮像（ＤＴＩ）又
は感受性加重撮像（ＳＷＩ）画像に基づく確率的トラクトグラフィーモデルのような患者
特有データに基づいて刺激効果（それが視覚化する）の推定を生成する。例示の実施形態
によれば、トラクトグラフィーモデルは、刺激パラメータ（例えば、パルス幅（ＰＷ）、
振幅、速度、アノード／カソード及びパーセントの観点からの電界構成）の効果が視覚化
推定に含まれるように刺激の計算モデルと組合せられる。換言すると、計算刺激モデルを
使用して電界、活性化閾値、及び従って直近推定活性化領域を決定し、次に、トラクトグ
ラフィーモデルを計算刺激モデルに適用して、どの神経要素が直近推定活性化領域にある
かを決定し、システムは、そのような神経要素の延長を辿ってそれらの神経要素の影響を
受けると考えられる範囲外の部位を決定する。例示の実施形態において、計算モデルは、
代表的な神経要素の線形（例えば、線形システムの定義に適合する簡単なモデル）又は非
線形（例えば、微分方程式及びその解を含む）モデルを含む。
【００５９】
　例示の実施形態によれば、患者特有トラクトグラフィーデータセットが利用できない事
例において、システムは、別のトラクトグラフィーモデル又はアトラス（例えば、患者に
登録された患者集団モデル又はアトラス）を登録し、与えられた患者のための推定を生成
するように構成される。他のＸ線要素を使用して相互作用モデルに寄与することができる
（例えば、ｆＭＲＩ、ＰＥＴ、ＥＥＧ、ＭＥＧなどのような機能的撮像）。例えば、例示
の実施形態によれば、システムは、ＭＲ撮像に基づいてトラクトグラフィーモデルを生成
する。
【００６０】
　例示の実施形態において、システムは、神経変調が望ましい脳内のポイントをユーザが
選択することを可能にし、ユーザが神経変調することを望む脳領域のうちの１又は２以上
に影響を与える可能性が高い候補刺激部位を識別するアルゴリズムを実行する。例示の実
施形態において、システムは、ユーザによって視覚されるべき候補部位のための出力を生
じ、異なる色（又は他の視覚的特性）を使用してユーザが神経変調ターゲットとして識別
した与えられた脳領域に接続された位置を識別する。ツールの１つの利点は、複数の候補
ターゲット、すなわち、ある一定の神経活動が抑制されるべき神経変調ターゲット及び／
又は部位を含むことができる入力目標を達成するための候補手術及び刺激ターゲットを表
す「ノード」の神経変調を可能にする可能性が高い位置を識別することができる点である
。それらのツールは、臨床医が特定の患者に対する刺激ターゲットを識別するために働い
ている時に手術前に助けになる可能性が高い。
【００６１】
　すなわち、実施例により、方法は、患者の神経変調効果領域を選択するユーザ入力をコ
ンピュータプロセッサによって受信する段階と、入力に応答して、埋込まれた電極リード
線に印加された時に、選択された神経変調効果領域にプロセッサによってマッピングされ
てそこから距離を置かれた少なくとも１つのターゲット解剖学的刺激候補領域を少なくと
も部分的に取囲む組織活性化容積を生成するようにプロセッサによって推定された電極神
経変調設定をプロセッサによって決定する段階とを含む。実施例において、ユーザ選択ポ
イントは、複数の個別の領域にある可能性があり、プロセッサが決定するこれらは、１又
は２以上の直接刺激部位の影響を受けると考えられる。
【００６２】
　上述のように、ユーザ選択領域と刺激候補領域の間のマッピングは、感受性加重撮像（
ＳＷＩ）画像及び／又は確率的トラクトグラフィーモデルに基づくことができる。
【００６３】
　更に、例示の実施形態によれば、マッピングは、以前の神経変調に対する患者による以
前の応答を示す応答情報に基づくことができる。例えば、本発明の例示の実施形態によれ
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ば、システムは、刺激に対する患者応答を感知するためのセンサを含み、システムは、感
知情報に基づいて予想活性化及び抑制の患者特有神経部位相互作用モデルを生成するよう
に構成される。例えば、システムは、刺激パラダイム（これは、様々なパラメータ、波形
、及び／又は時間的パターンを含むことができる）を使用して刺激を行い、一部の特性、
例えば、記録された信号のスペクトルのある部分のパワーを使用して刺激に対する応答を
評価する。（使用するパラダイムは手動的に選択することができ、又は最良の実施の理解
に基づいてシステムに予めプログラムすることができる。）評価されたパラダイムは、多
点刺激を含むことができる。すなわち、例示の実施形態は、刺激、トラクトグラフィー、
ｆＭＲＩ、ＰＥＴ、発生源定位、及び／又は他のデータに応答して生体電位に基づいて（
すなわち、感知信号を引き起こした推定発生源の記録を使用して）患者特有応答モデルを
生成するシステムを提供する。
【００６４】
　例示の実施形態において、システムは、例えば、電流ステアリングを使用して（例えば
、各々が本明細書に引用によって全体的に組み込まれている特許文献１７として公開され
た２０１３年１月１６日出願の特許文献１８及び２０１３年８月２８日出願の特許文献１
９を参照）１つずつ（及び例示の実施形態によれば、異なるパラメータ使用して繰返して
）定められた組の部位を刺激し、かつ定められた組の部位のうちの１又は２以上での刺激
に対する誘発応答を感知してその患者に特定の相互作用モデルを生成するための自動アル
ゴリズムを含む。プロセッサに刺激のためのパルスをトリガさせる自動アルゴリズムは、
臨床医の注意深い目の下で実行することができ、かつ応答待ち時間が許容する場合に短い
刺激を引き起こすことができる。
【００６５】
　感知された応答、及び従って感知することは、刺激されているところ以外の部位にある
可能性がある。換言すると、位置Ａでの刺激は、位置Ｂで応答を引き起こす可能性がある
。例示の実施形態によれば、アルゴリズムは、相互作用モデルを拡張するために１又は２
以上の部位での同時多点刺激及び感知の自動評価を含む。多点刺激組合せの数は大きくす
ることができ、可能な組合せの全ての自動試験は非効率的である可能性がある。従って、
例示の実施形態によれば、システムは、アルゴリズム自動評価に対して特定のタイプの刺
激（例えば、特定のパルス幅、パルスのある一定の指定された周波数、その他を有するア
ノードのみの単極刺激、カソードのみの単極刺激）を含めるように選択する機能をユーザ
に与え、かつ神経系相互作用モデルを試験してこれに追加するように手動で特定の刺激構
成を規定する機能も与えられている。
【００６６】
　例示の実施形態によれば、システムは、「逆」機能を提供し、それによってシステムは
、刺激に対する望ましいシステムレベルの応答（例えば、１又は２以上の神経領域を興奮
させ、及び／又は１又は２以上の神経領域を抑制する）の識別のユーザ入力を取得し、シ
ステムは、（１）刺激パラダイムを評価し（システムによって感知された誘発応答を通じ
て）、ユーザ説明刺激目的を達成する刺激パラダイムに関して刺激パラメータ空間（刺激
部位、ＰＷ、速度、振幅、形態、及び部位間の時空刺激パラダイムのようなパラメータ）
を検索し、かつ刺激パラメータを有する決定されたパラダイムをユーザに出力すること、
すなわち、システムが、システムがセンサ及び／又はユーザ入力データに基づいて決定す
ることができる入力目標を達成するか又はそれに近づくまで、新しいパラダイム及びパラ
メータを繰返し試行すること、（２）相互作用モデル（上述のように、Ｘ線画像的に導出
及び／又は誘発電位導出のもの）を使用し、刺激パラダイム（各部位に対して独立刺激パ
ラメータを有する単一部位又は多重部位とすることができ、刺激の時空関係、すなわち、
いつどこに刺激するかが、パラダイムの一部である場合がある）を決定してユーザに提供
すること、すなわち、相互作用モデルを使用してどの刺激部位及び設定が望ましい目標を
もたらすと考えられるかを推定すること、及び（３）パラダイムを評価して刺激パラメー
タを検索するために、刺激対応答マッピング、相互作用マトリックス、その他の視覚化の
ような情報をユーザに提供することのうちの１又は２以上を行うようにアルゴリズムを実
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行する。特に巨大なパラメータ空間に対して及び／又は非線形であるシステムに対して、
遺伝的最適化アルゴリズム及び／又はサポートベクトル機械ベースのアルゴリズムは、刺
激パラダイム及び関連のパラメータを選択するために使用するのに良好な候補であること
に注意すべきである。
【００６７】
　すなわち、実施例により、プロセッサは、それぞれの複数のセットの神経変調設定値で
複数の神経変調を実行し、神経変調の少なくともサブセットの各々に対して、それぞれの
１又は２以上の解剖学的領域で発生する少なくとも１つの神経変調効果を記録することに
よってモデルを生成し、１又は２以上の解剖学的領域は、プロセッサによってそれぞれの
神経変調によって活性化されたと推定された組織のそれぞれの１又は２以上の刺激領域に
プロセッサによって応答的にマッピングされる。しかし、実施例において、ターゲット解
剖学的刺激候補領域とユーザ選択の神経変調効果領域との間でプロセッサによって実行さ
れるマッピングは、モデル内にマッピングされたモデル化刺激パラメータから神経変調効
果領域に対して新しい刺激パラメータを外挿することによって実行され、この刺激パラメ
ータは、プロセッサによりかつモデルに基づいて推定され、選択された神経変調効果領域
で選択された効果を生じ、選択された神経変調効果領域での選択された効果は、モデル自
体内にマッピングされる必要はない。
【００６８】
　例えば、図６は、例示の患者特有相互作用モデルを示し、ここで横列は刺激部位を示し
、縦列は様々な部位での得られる神経変調効果を表している。例えば、横列Ａは、部位Ａ
において特定のパラメータセットでの刺激が、特定の神経変調効果（例えば、局所電界電
位（ＬＦＰ）、特定の周波数帯域での電力、及び／又は神経活性化スパイク）の変化を生
成することを示し、ここでその変化は、部位Ａ及びＢにおいて最小であるが（それぞれ０
．０１及び０．０９）、部位Ｃにおいてはより大きい（０．５２）。横列Ｂ及びＣはそれ
ぞれ、部位Ｂ及びＣでの刺激に応答して部位Ａ－Ｃで起こる変化を同様に示している。
【００６９】
　例示の実施形態において、システムは、刺激パラメータに対する及び／又は組合せに対
する（部位Ａ及びＢでの刺激が、個々の部位Ａ及びＢでの刺激の加算的効果を生じると仮
定される）それらの関係の線形性の仮定（例えば、刺激振幅の増加が、示される変化の線
形増加を引き起こすと仮定される）を最初に適用する。線形性仮定を有するモデルに基づ
いて候補刺激部位及びパラメータを取得した後に、システムは、適切に妥当な最適化アル
ゴリズム、例えば、従来から公知である勾配降下最適化ルーチン又はその変形を適用し、
ターゲット神経変調を達成するために使用すべき推奨される部位及びパラメータを更に精
緻化する。
【００７０】
　図８は、入力ターゲット神経変調部位のための推奨刺激部位及び／又はパラメータを出
力する方法のデータフローを示している。図８は、ユーザが刺激目標を定め、例えば、１
又は２以上のそれぞれの領域で神経活動を増大及び／又は低減することを示している。図
８に示す実施例において、ユーザは、部位Ａでの特定の定められた特性（ＬＦＰ又はスパ
イクのようないくつかの特性が存在する場合がある）の適度な増加、部位Ｂでの変化なし
、及び部位Ｃでの強固な抑制変化のターゲットを入力する。次に、システムは、上述のよ
うに、逆最適化アルゴリズムを応答的に実行し、推奨刺激部位及び／又はパラメータを決
定して示されたターゲット部位で入力目標神経変調効果を達成し、次に、ユーザへの推奨
として決定された部位及び／又はパラメータを出力する。
【００７１】
　患者特有相互作用モデル（単独又は最適化アルゴリズムとの組合せ）は、ターゲット式
神経変調を生成する複数の方法を示すことができるが、１つの方法は別の方法よりも多く
の部位での刺激を伴うことが起こる場合があり、その場合に、例示の実施形態によれば、
システムは、刺激パラダイムを推奨する時にこれを考慮に入れ、より少ない部位での刺激
は、他の全てが同じならばより最適であると考えられることに注意すべきである。
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【００７２】
　例示の実施形態によれば、相互作用モデルの開発と「逆」問題に対する解の決定とは、
医師／臨床医／ユーザが、システムレベルの刺激目標のみを定め、システムが、望ましい
刺激パラダイム（これは、非常に複合的である場合がある）を決定してそれをユーザに出
力するように自動化される。
【００７３】
　本発明の例示の実施形態において、システムは、例えば相互作用モデルに基づいて神経
系のどの部分が影響を受けることができる可能性が高いか（機能対影響モデル）をユーザ
に示すユーザインタフェース表示を出力する。そのような出力は、刺激目標を定める時に
制約の感覚をユーザに与えることができる（与えられた埋込まれたシステムに対して）。
相互作用モデルが、例えば、トラクトグラフィー、機能撮像、その他を通じて非侵襲的に
導出される時に、この出力は、機能対影響モデルが候補電極部位に対して特定である手術
計画を補助することができる。例えば、システムは、ユーザによって入力された複数のリ
ード線部位の各々に対して機能対影響モデルを出力し、かつ入力リード線部位の各々に対
して機能対影響モデルを提供することができる。次に、ユーザは、最良のカバレージを提
供するいずれかの部位を選択することができる。
【００７４】
　例示の実施形態によれば、ユーザは、刺激目標を定め、開ループモードで実行されるよ
うにシステムを設定することができる。ユーザはまた、これに代えて、感知されたシステ
ム状態に応答して動的に変化するように刺激目標を設定することができる。例えば、ユー
ザは、１又は２以上の感知されたシステム状態及び１又は２以上のそれぞれの神経系刺激
目標を定め（対応する刺激パラダイムと共に）、どの刺激パラダイムが与えられた感知さ
れたシステム状態に対してトリガされるかを定めることができる。
【００７５】
　システムは、感知されたシステム状態を定めるユーザのためのツールを提供する。状態
は、例えば、センサデータ（例えば、システムに無線で接続された外部センサの）及び／
又はユーザフィードバック（例えば、遠隔制御器による患者フィードバック入力）を含む
フィードバックパラメータによって定めることができる。例えば、例示の実施形態によれ
ば、特定の部位で測定された周波数スペクトルの一部又は全てにおける電力又は電力の変
化（例えば、区域Ａにおけるベータ電力は高く、区域Ｄにおけるガンマ電力も高い）は、
感知されたシステム状態を定める１つの方法である。これに加えて又はこれに代えて、ユ
ーザは、刺激目標を動的に変更するのに基づくシステム状態を取得するための時間領域解
析を実行するようにシステムを設定することができる。そのような解析は、例えば、ウェ
ーブレット解析、統計的尺度、単一単位発射パターン、すなわち、単一ニューロンの活動
電位の発射パターンの特性（例えば、スパイク間間隔関係、すなわち、活動電位とそのよ
うな間隔のパターンの間の時間、及び／又は小さい電極で測定可能なニューロンに関する
他の関係）を含むことができる。
【００７６】
　システム作動（センサからの生又は処理済みデータに基づく）に使用する例示のセンサ
の非網羅的リストは、埋込むか又はそうでない場合がある生体電位センサ、化学（例えば
、神経伝達物質）センサ、温度センサ、及び加速度計、角度計などのような物理センサを
含む。例えば、例示の実施形態において、１又は２以上の外部センサは、無線でシステム
に接続される。一部の実施形態において、それらのセンサによって感知されたデータは、
ユーザがそれに基づいて刺激目標を定めることができる（上述のように）システム相互作
用モデルに寄与する（又はそれを含む）。一部の実施形態において、それらのセンサによ
って感知されたデータは、これに代えて又はこれに加えて、感知されたシステム状態を例
えば閉ループ制御器に提供する。
【００７７】
　すなわち、例えば、実施例により、方法は、１組の刺激パラメータに従って神経変調治
療を実行するように埋込まれたリード線の電極を制御し、患者状態を示す電極からのセン
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サ読取値を取得し、かつセンサ読取値によって示された状態に応答してかつユーザ入力状
態情報に基づいて刺激パラメータを修正するシステムを含む。
【００７８】
　更に、実施例により、システムは、臨床状態の複数のユーザ入力を経時的に受信し、臨
床状態がそれぞれ対応する時に電極によって感知された生体電位特徴にユーザ入力臨床状
態を相関付け、ここで、それに応答して刺激パラメータを修正するセンサ読取値は、それ
ぞれの生体電位特徴を示し、修正は相関関係に基づく。
【００７９】
　本発明の例示の実施形態において、非埋込みセンサ（例えば、血圧センサ）からのデー
タは、ユーザが外部センサを通じて感知されたシステム状態を定めることができるように
、アルゴリズム（例えば、サポートベクトル機械、人工神経回路網）を使用して埋込みセ
ンサからのデータに対して時間的に相関付けられ、埋込可能センサによって行われた感知
に基づく代理の感知されたシステム状態が定められ（例えば、自動的に）、外部感知ツー
ルがない時に使用することができる。例えば、外部センサからの信号は、埋込みシステム
による測定値に相関付けられ、良好な相関関係がある場合に、埋込みシステムによって測
定された信号を代わりに使用することができる。その後に、埋込まれたリード線の電極か
らの感知測定値は、閉ループ制御器に使用することができる。
【００８０】
　設定値を修正するのに基づく状態とシステムによって相関させることができる一部の例
示のセンサ読取値は、平均発射率、指定された周波数帯域での電力読取値、及び局所電界
電位を含む。
【００８１】
　例示の実施形態において、システムは、それを通じて患者がいくつかの時点で存在状態
（例えば、疼痛スコア、又は抑鬱スコア、又はストレス／不安スコア）を定めることがで
きるインタフェースを提供するように構成され、システムは、患者スコアと相関性がある
埋込可能センサを通じて感知されたシステム状態に関してアルゴリズムを通じて検索する
。すなわち、システムは、患者の状態に関する患者入力と相関性がある感知データ（例え
ば、生体系によって発生する電圧のような生体電位、例えば、ＬＦＰ及び活動電位）内の
特徴を探す。センサデータ及び／又は患者入力は、生体電位特徴対状態関係がそれによっ
て決定される「訓練」データをアルゴリズムが収集する１又は２以上のセッションにおい
て提供することができる。例示の実施形態において、アルゴリズムは、新しい「訓練」デ
ータが患者フィードバックによって取得される時に連続的に更新する動的学習アルゴリズ
ムである（それらのアルゴリズムは、経時的な神経系の可塑的変化の可能性及び恐らくは
高い可能性が与えられた時に特に有用である可能性がある）。次に、刺激は、感知システ
ム生体電位状態に応答するように設定することができる。すなわち、訓練データに基づい
て、システムは、生体電位を特定の患者状態に関連付け、その後に、システムは、生体電
位状態に応答して刺激パラダイム及び／又は刺激設定値を変更することができる。感知さ
れたシステム状態を定めるための自動アルゴリズムは、それらが、上述のように、そのよ
うな大変複雑なシステムを臨床診療で使用可能にするので特に有用である。
【００８２】
　例えば、システムは、複数の刺激セッションの各々に対して、特定の症状、例えば、抑
鬱症、ストレス、疼痛、その他に関するフィードバック、例えば、ＯＫ、Ｍｉｌｄ、Ｍｅ
ｄｉｕｍ、Ｓｅｖｅｒｅ、その他を患者からかつ経時的に取得し、そのようなフィードバ
ックに基づいて、好ましい刺激パラダイム及びパラメータを更新するように構成される。
更に、フィードバックは、生体電位に関連付けることができ、この生体電位特徴は、シス
テムが、どのパラダイム及び設定を異なる感知生体電位に使用するかを変更するように、
異なる刺激パラダイムが関連付けられるシステム状態として機能することができる。例示
の実施形態において、システムは、好ましいプログラムがユーザ定義のパラメータ制約内
にある限り、更新された好ましい刺激パラダイム及びパラメータを使用して自動で刺激す
るように構成される。
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【００８３】
　例示の実施形態において、システムは、複数の独立電流制御器（すなわち、複数の電流
源）を使用し、それによってより安定な刺激及びより微調節された刺激を提供する（多く
の刺激部位をより少ない数の電極で定めることができるように「仮想接点」を可能にする
）。「仮想接点」はまた、電極が存在しないリード線の位置に刺激を中心に置くことによ
って神経系のより高い解像度のマッピングを可能にする。
【００８４】
　上述のように、実施例により、本発明のシステムは、患者特有相互作用生体電位解析ベ
ースのモデル又はトラクトグラフィーモデルを使用して、入力神経変調ターゲットに対し
て推奨される刺激パラダイムを出力する。これは、例示の実施形態によれば、フォーカス
すべき刺激領域に関するガイダンスなしにどの電極を使用するか又はパラメータを使用す
るかを臨床医が選択する必要がないので、システムが、多数の電極、例えば、３２又はそ
れ以上の電極、更には何百もの電極を有する１又は２以上のリード線を含むことができる
ように、刺激パラメータの臨床医による設定をかなり簡素化する。これに代えて、システ
ムは、多くの電極を含むシステムのための患者特有相互作用モデルを生成することができ
る。ユーザは、ターゲット神経変調部位及び効果を入力することができ、モデルに基づい
て、システムは、電極の推奨される組合せ（それぞれの刺激部位での）とターゲット神経
変調応答を達成するためのそれぞれの刺激パラメータとを出力する。（推奨される刺激パ
ラダイムは、シーケンスを通じて異なるポイントでの異なる設定での異なる組合せの電極
を使用する刺激のシーケンスを含むことができることに注意すべきである。）
【００８５】
　従って、図１は、その各々がそれぞれのセットの８つの接点に有線接続で示されている
４つのポートＡ－Ｄを有する埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）を含む本発明の例示の実施
形態によるシステムの構成要素を示している。ポートＡ及びＢを接続するそれぞれの８つ
の接点は、例えば、脳の中に埋込まれたそれぞれの経皮円筒形リード上にある。ポートＣ
及びＤを接続する２組の８つの接点は、単一パドルリード上にあるように示されており、
すなわち、パドルリードは、ポートＣ及びＤを通じて埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）を
接続する１６の電極を含む。パドルリードは、例示の実施形態によれば、脳の上に埋込む
ように適応させることができる。
【００８６】
　図２は、合計１７６の電極を有する２２のリード線を含む別の例示の実施形態を示し、
ここで埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）は、いずれの一時点でも電極のうちの３２個を制
御するように適応される。図示の埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）は、それぞれの多重化
モジュールに８つの入力を提供する４つのポートＡ－Ｄ各々を含む。多重化モジュールの
各々は、埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）からの入力に基づいて制御するように、それぞ
れの多重化モジュールを接続する複数の電極のうちの８つまでの電極を選択する。この実
施形態は、システムがターゲットを達成するために１７６の電極の様々な組合せの間で選
択すると仮定し、ここで任意の出力パラダイムは、３２までの電極だけをいずれの一時点
でも使用する刺激を含むと考えられる。しかし、パラダイムは、１７６の電極から３２ま
での電極の異なる組合せを異なる時間に使用するシーケンスを含むことができ、パラダイ
ムは、潜在的に全て１７６の電極を利用する。これに加えて、それらの数は、例として提
供されている。他の実施形態は、異なる数の合計電極を含むことができ、例えば、３２よ
りも多い異なる数の電極を同時に使用することを可能にすることができる。
【００８７】
　すなわち、本発明の例示の実施形態によれば、刺激システムは、複数のポートと、リー
ド線の各々が少なくとも１つのそれぞれの電極を含む複数のリード線と、ポートのそれぞ
れの１つと複数のリード線のうちの１つよりも多いもののそれぞれのサブセットとの間の
少なくとも１つのマルチプレクサとを含む埋込み式パルス発生器（ＩＰＧ）を含み、マル
チプレクサは、複数のリード線のうちの１つよりも多いもののサブセットの間でそれぞれ
のポートからの信号のその電極への印加のために選択するように構成され、信号は、リー
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る。
【００８８】
　図４は、トラクトグラフィーマッピングに取り込まれた情報を示し、上記で考察したよ
うに、それを使用して画像からのファイバ経路を解析することによって脳の異なる部分の
間の関係を理解することができる。図５は、例示の確率的トラクトグラフィーベースの刺
激対神経変調マッピングを示している。例えば、例示の実施形態において、図４に示すよ
うなトラクトグラフィーマッピングに基づいて、システムは、１つの領域での刺激が別の
領域での神経変調応答をそれらの２つの領域の間の神経要素の拡張に起因して引き起こす
ことが予想されると決定する（逆も同じである）。上述のように、確率的トラクトグラフ
ィー相互作用モデルは、生体電位応答ベースのモデルの代わりに使用することができる。
【００８９】
　例示の実施形態において、確率的トラクトグラフィー神経変調応答マッピングは、図４
に示すようなトラクトグラフィーマッピングだけに基づく。代替の例示の実施形態におい
て、確率的トラクトグラフィー神経変調応答マッピングは、これに加えて、特定の刺激パ
ラメータでの患者生体構造に生成された電界のモデルを含み、そのような電界が神経活性
化を引き起こすための閾値に達する神経モデルに基づく。そのような神経モデルをトラク
トグラフィーマッピングと組合せることで、更に精緻化されたデータを提供することがで
きる。具体的には、例示の実施形態によれば、システムは、神経モデルを使用して、どの
神経要素が特定の刺激パラダイムで活性化されるかを決定し、次に、トラクトグラフィー
マッピングを使用して、それらの活性化された神経要素の影響を受けると考えられる神経
変調部位を決定する。例えば、システムが、部位Ａが活性化されると神経モデルから決定
し、かつ部位Ａに位置付けられた特定の神経要素が部位Ｂまで延びると決定する場合に、
システムは、部位Ｂも活性化されるであろうと推定すると考えられる。
【００９０】
　以上の説明は、例示であり制限ではないように意図している。本発明を様々な形態に実
施することができること、及び様々な実施形態を単独又は組合せで実施することができる
ことを当業者は以上の説明から認めることができる。従って、本発明の実施形態は、本発
明の特定の例を用いて説明したが、本発明の実施形態及び／又は方法の真の範囲は、他の
修正が図面、明細書、及び特許請求の範囲を研究すると当業者には明らかになるので、そ
のように限定すべきではない。
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