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(57)【要約】
埋め込まれたデバイスを無線で再充電するためのシステ
ム、方法、及びデバイス。埋め込まれたデバイスからの
識別情報の受信に応答して、充電器は、電界を第１電界
強度に設定し、埋め込まれたデバイスから第１の場の強
度情報を受信することができる。充電器はその後、電界
を第２の場の強度に設定し、埋め込まれたデバイスから
第２の場の強度情報を受信することができる。第１及び
第２の場の強度に関するこの情報を使用して、この埋め
込まれたデバイスを再充電するかどうかを判定すること
ができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部充電器を使用して、埋込み式パルス発生器のエネルギー保存デバイスを充電する方
法であって、前記方法は、
　前記外部充電器において、前記埋込み式パルス発生器に対応する識別子を無線で受信す
る工程と、
　前記外部充電器において、第１の感知された電界強度と対応する、前記埋込み式パルス
発生器からの情報を無線で受信する工程と、
　前記外部充電器において、前記電界の前記強度を変更する工程と、
　前記電界の前記強度を変更した後に、前記外部充電器において、第２の感知された電界
強度と対応する、前記埋込み式パルス発生器からの情報を無線で受信する工程と、
　前記第１及び第２の感知された電界に対応する前記受信された情報に応答して、前記外
部充電器を使用して、前記埋込み式パルス発生器の前記エネルギー保存デバイスを充電す
る工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　前記外部充電器において、前記電界の第１強度を設定する工程を更に含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記外部充電器において設定される、前記電界の前記第１強度がゼロである、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記埋込み式パルス発生器の前記エネルギー保存デバイスを充電する工程は更に、前記
外部充電器において、前記電界の前記強度を第３強度に変更する工程を更に含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記電界の前記第３強度を判定する工程を更に含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記電界の前記第３強度は、前記埋込み式パルス発生器のパラメータ、第１の感知され
た電界強度と対応する前記外部充電器情報、及び第２の感知される電界強度と対応する外
部充電器情報のうちの、少なくとも１つに基づいて判定される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記埋込み式パルス発生器の前記パラメータは、
　前記エネルギー保存デバイスの充電状態、
　温度、
　分流、及び
　前記エネルギー保存デバイスの最大充電速度のうちの、１つを識別する、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　所望の充電状態が達成されるとき、充電を終了する工程を更に含む、請求項５に記載の
方法。
【請求項９】
　前記所望の充電状態は、温度及び分流のうちの１つから判定される、請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
　無線充電システムであって、前記システムは、
　埋込み式パルス発生器であって、前記埋込み式パルス発生器はエネルギー保存デバイス
を含み、前記埋込み式パルス発生器は、（ｉ）第１の時点における、第１の感知された電
界強度、及び（ｉｉ）第２の時点における第２の感知された電界強度に関する情報を送信
するように構成されている、埋込み式パルス発生器と、
　前記送信された、前記第１及び第２の感知された電界強度に関する情報が、前記第１及
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び第２の時点で前記外部充電器により生成される電界の前記状態に関する情報に対応する
際に、前記埋込み式パルス発生器から送信された情報を受信し、前記エネルギー保存デバ
イスの充電を開始するように構成された、外部充電器とを含む、システム。
【請求項１１】
　前記外部充電器は、前記埋込み式パルス発生器から受信した情報に基づいて、前記電界
強度を変化させるように構成されている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記埋込み式パルス発生器から受信した前記情報は、充電状態、分流、及び温度の１つ
を識別する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記外部充電器は、前記エネルギー保存デバイスの充電中に、前記電界の前記状態を第
３強度に変更するように構成されている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記外部充電器は、
　前記埋込み式パルス発生器のパラメータ、
　前記第１の時点における、前記第１の感知された電界強度に関する、前記送信された情
報、及び
　前記第２の時点における、前記第２の感知された電界強度に関する、前記送信された情
報のうちの、少なくとも１つに基づいて、前記電界の前記第３強度を判定するように構成
されている、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記埋込み式パルス発生器は、
　温度、及び
　前記エネルギー保存デバイスの前記充電中の充電状態のうちの、少なくとも１つに関す
るデータを送信するように構成されている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記外部充電器は、
　温度閾値を超えたとき、及び
　所望の充電状態に達したとき、のいずれかの場合に充電を終了するように構成されてい
る、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　外部充電器を使用して、埋込み式パルス発生器のエネルギー保存デバイスを充電する方
法であって、前記方法は、
　前記外部充電器において、第１の埋込み式パルス発生器に対応する識別子を無線で受信
する工程と、
　前記外部充電器において、第１の感知された電界強度と対応する、前記第１の埋込み式
パルス発生器からの情報を無線で受信する工程と、
　前記外部充電器において、前記電界の前記強度を変更する工程と、
　前記電界の前記強度を変更した後に、前記外部充電器情報において、第２の感知された
電界強度と対応する、前記第１の埋込み式パルス発生器からの情報を無線で受信する工程
と、
　前記第１及び第２の感知された電界に対応する前記受信された情報に応答して、前記第
１の埋込み式パルス発生器を再充電しないことを判定する工程とを含む、方法。
【請求項１８】
　前記第１の感知された電界と対応する前記情報に基づいて、前記第１の埋込み式パルス
発生器を再充電できないことを判定する工程を更に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の感知された電界に対応する前記情報が、前記外部充電器以外の前記電界のソ
ースを示す場合、前記第１の埋込み式パルス発生器を再充電できないことが判定される、
請求項１８に記載の方法。
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【請求項２０】
　前記第２の埋込み式パルス発生器における、第１の感知された電界強度、及び前記第２
の埋込み式パルス発生器における第２の感知された電界強度に基づいて第２の埋込み式パ
ルス発生器を選択する工程と、
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程と、を更に含む、請求項１９に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程は、前記電界が前記第２の埋込み式パ
ルス発生器によって検出可能であり、前記第１の埋込み式パルス発生器によって検出可能
でないように、前記電界の前記強度を変更する工程を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２の感知された電界に対応する前記情報を閾値と比較する工程と、
　前記感知された電界が弱すぎて、前記埋込み式パルス発生器を再充電できないことを判
定する工程と、を更に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２の埋込み式パルス発生器における、第１の感知された電界強度、及び前記第２
の埋込み式パルス発生器における第２の感知された電界強度に基づいて第２の埋込み式パ
ルス発生器を選択する工程と、
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程と、を更に含む、請求項２２に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程は、前記電界が前記第２の埋込み式パ
ルス発生器によって検出可能であり、前記第１の埋込み式パルス発生器によって検出可能
でないように、前記電界の前記強度を変更する工程を含む、請求項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１３年５月３日に出願された、米国仮特許出願番号第６１／８１９，４
５３号、表題「ＩＭＰＬＡＮＴ　ＲＥＣＨＡＲＧＥＲ　ＨＡＮＤＳＨＡＫＩＮＧ　ＭＥＣ
ＨＡＮＩＳＭ」の利益を主張するものであり、その全体は本明細書において参照として組
み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　病気の治療における、医療用デバイスの使用は、時間とともにますます一般的になって
いる。多くの場合において、これらの医療用デバイスがより小さく作製されるに伴い、こ
れらの医療用デバイスは、頻繁に患者体内に埋め込まれる。これらのデバイスが、デバイ
ス自体に電力を供給するため、埋込み式の電源を使用する場合、埋込み式の電源の再充電
は、頻繁で労力を要する作業であり得る。
【０００３】
　多くの場合において、デバイス及び組織の加熱は、再充電可能な埋込み式医療用デバイ
スにおける重要な懸念事項であり得る。これらの加熱の問題は、特に再充電中に生じる。
特に、充電場が弱すぎると、埋込み式の医療用デバイスは急速に再充電するが、充電場が
強すぎると、埋込み式医療用デバイスが過熱し、これにより埋め込まれる者に不快感が生
じることがあり、埋め込まれる者に損傷を与える可能性がある。したがって、システム、
方法、及びデバイスは、埋込み式医療用デバイスの再充電を改善することが要求される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示の一態様は、外部充電器を使用して、埋込み式パルス発生器のエネルギー保存デ
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バイスを充電する方法に関する。この方法は、外部充電器において、埋込み式パルス発生
器と対応する識別子を無線で受信する工程と、外部充電器において、第１の感知された電
界強度と対応する、埋込み式パルス発生器からの情報を、無線で受信する工程と、電界強
度を変更した後に、外部充電器において、電界強度を変更する工程と、外部充電器におい
て、第２の感知された電界強度と対応する、埋込み式パルス発生器からの情報を無線で受
信する工程と、第１及び第２の感知された電界に対応する、受信された情報に応答し、外
部充電器を使用して、埋込み式パルス発生器のエネルギー保存デバイスを充電する工程と
を含む。
【０００５】
　いくつかの実施形態において、方法は、外部充電器において、電界の第１強度を設定す
る工程を含み、いくつかの実施形態において、外部充電器において設定される電界の第１
強度はゼロであるが、他の実施形態において、外部充電器において設定される電界の第１
強度は、非ゼロである。いくつかの実施形態において、埋込み式パルス発生器のエネルギ
ー保存デバイスを充電する工程は更に、外部充電器において、電界の強度を第３強度に変
更する工程を含む。いくつかの実施形態において、方法は、電界の第３強度を判定する工
程を含み、この第３電界強度は、例えば、埋込み式パルス発生器のパラメータ、第１の感
知された電界強度に対応する外部充電器情報、及び第２の感知される電界強度と対応する
外部充電器情報のうちの、少なくとも１つに基づいて決定され得る。
【０００６】
　この方法のいくつかの実施形態において、埋込み式パルス発生器のパラメータは、エネ
ルギー保存デバイスの充電状態、温度、分流、及びエネルギー保存デバイスの最大充電速
度のうちの１つを識別する。いくつかの実施形態において、方法は、所望の充電状態が達
成されたときに、充電を終了する工程を含む。いくつかの実施形態において、所望の充電
状態は、温度及び分流の一方から決定される。
【０００７】
　本開示の一態様は、無線充電システムに関する。無線充電システムは埋込み式パルス発
生器を含む。埋込み式パルス発生器は、エネルギー保存デバイスを含み得る。いくつかの
実施形態において、埋込み式パルス発生器は、以下に関する情報を送信することができる
：（ｉ）第１の時点における、第１の感知された電界強度、及び（ｉｉ）第２の時点にお
ける第２の感知された電界強度。いくつかの実施形態において、システムは、送信された
第１及び第２の感知された電界強度に関する情報が、第１及び第２の時点で外部充電器に
より生成される電界の状態に関する情報に対応する際に、この埋込み式パルス発生器から
送信された情報を受信し、エネルギー保存デバイスの充電を開始することができる、外部
充電器を含み得る。
【０００８】
　いくつかの実施形態において、外部充電器は、埋込み式パルス発生器から受信した情報
に基づいて、電界強度を変化させることができる。いくつかの実施形態において、埋込み
式パルス発生器から受信した情報は、充電状態、分流、及び温度のうちの１つを識別する
。いくつかの実施形態において、外部充電器は、エネルギー保存デバイスの充電中に、電
界の状態を第３強度へと変更することができる。外部充電器は例えば、埋込み式パルス発
生器のパラメータ、第１の時点における、第１の感知された電界強度に関する送信された
情報、及び第２の時点における第２の感知された電界強度に関する送信された情報のうち
の少なくとも１つに基づいて、電界の第３強度を決定することができる。
【０００９】
　システムのいくつかの実施形態において、埋込み式パルス発生器は、温度、及びエネル
ギー保存デバイスの充電中の充電状態のうちの少なくとも１つに関するデータを送信する
ことができる。いくつかの実施形態において、温度閾値を超えた場合、及び所望の充電状
態が達成された場合のいずれかにおいて、充電を終了することができる。
【００１０】
　本開示の一態様は、外部充電器を使用して、埋込み式パルス発生器のエネルギー保存デ
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バイスを充電する方法に関する。この方法は、外部充電器において、第１の埋込み式パル
ス発生器と対応する識別子を無線で受信する工程と、外部充電器において、第１の感知さ
れた電界強度と対応する、第１の埋込み式パルス発生器からの情報を、無線で受信する工
程と、電界強度を変更した後に、外部充電器において、電界強度を変更する工程と、外部
充電器において、第２の感知された電界強度と対応する第１の埋込み式パルス発生器から
の情報を、無線で受信する工程と、第１及び第２の感知された電界に対応する、受信され
た情報に応答し、第１の埋込み式パルス発生器を再充電しないことを決定する工程とを含
み得る。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、方法は、第１の感知された電界と対応する情報に基づい
て、第１の埋込み式パルス発生器を再充電できないことを判定する工程を含む。１つの代
表的な実施形態において、第１の感知された電界に対応する情報が、外部充電器以外の電
界のソースを示す場合、第１の埋込み式パルス発生器を再充電できないことが判定され得
る。方法は、第２の埋込み式パルス発生器において、第１の感知された電界強度、及び第
２の埋込み式パルス発生器における第２の感知された電界強度に基づいて第２の埋込み式
パルス発生器を選択する工程と、第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程とを含み得
る。
【００１２】
　方法のいくつかの実施形態において、第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程は、
電界が第２の埋込み式パルス発生器によって検出可能であり、第１の埋込み式パルス発生
器によって検出可能でないように、電界強度を変更する工程を含む。１つの代表的な実施
形態において、方法は、第２の感知された電界と対応する情報を閾値と比較する工程と、
感知された電界が弱すぎて、第１の埋込み式パルス発生器を再充電できないことを判定す
る工程とを含み得る。方法は、第２の埋込み式パルス発生器における、第１の感知された
電界強度、及び第２の埋込み式パルス発生器における第２の感知された電界強度に基づい
て第２の埋込み式パルス発生器を選択する工程と、第２の埋込み式パルス発生器を充電す
る工程とを含み得る。いくつかの実施形態において、第２の埋込み式パルス発生器を充電
する工程は、電界が第２の埋込み式パルス発生器によって検出可能であり、第１の埋込み
式パルス発生器によって検出可能でないように、電界強度を変更する工程を含む。
【００１３】
　更なる領域に本開示が適用できることが、以降に提示される詳細な説明により明らかと
なる。詳細な記載及び特定の実施例は、さまざまな実施形態を示しているが、単に例示目
的であることが意図され、本開示の範囲を必ずしも制限することを意図されない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】埋込み式神経刺激システムの一実施形態の概略図である。
【図２】埋込み式神経刺激システムの一実施形態の概略図である。
【図３】外部パルス発生器、及び／又は埋込み式神経刺激システムの一部である埋込み式
パルス発生器のアーキテクチャの一実施形態の概略図である。
【図４】埋込み式神経刺激システムの一部である充電器の一実施形態の概略図である。
【図５】パルス発生器を充電するためのプロセスの一実施形態を例示する、フローチャー
トである。
【図６】パルス発生器を充電するためのプロセスの一実施形態を例示する、フローチャー
トである。
【図７】充電モニタリングのプロセスの一実施形態を例示する、フローチャートである。
【００１５】
　添付の図面において、同様の構成要素及び／又は機構は、同じ参照ラベルを有すること
がある。明細書において参照ラベルが使用される場合、そこでの記載は、同じ参照ラベル
を有する同様の構成要素のいずれか１つに適用可能である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　欧米（ＥＵ及び米国）の人口のかなり多くが、神経障害性疼痛（神経損傷による慢性難
治性疼痛）に冒されている。多くの人において、この痛みが激しい。神経に関わる慢性難
治性疼痛を有する患者は、数千人存在する。神経障害性疼痛は、治療が非常に困難であり
、部分的に痛みが軽減されるのは、患者の半数のみであり得る。このように、個々の患者
に対する最適な治療を決定することが課題として残されている。従来の治療としては、特
定の抗うつ剤、抗てんかん剤、及びオピオイドが挙げられる。ただし、これらの薬剤の副
作用は有害である場合がある。場合によっては、電気刺激は、薬剤関連の副作用なしでこ
の疼痛の効果的な治療をもたらす可能性がある。
【００１７】
　脊髄刺激デバイスは、慢性疼痛を制御するため、脊髄にパルス電気信号を送るために使
用されるデバイスである。電気刺激は、純粋な電気治療であり、薬剤が原因となるような
副作用をもたらさないため、疼痛の治療として薬剤よりも電気刺激の使用を好む医師及び
患者が増えている。脊髄刺激（ＳＣＳ）による疼痛の軽減の正確な機序は不明である。初
期のＳＣＳトライアルは、痛みは二種類の求心性神経線維により伝達されるものと仮定す
る、門調節説に基づいていた。１つは、大きい有髄Ａδ線維であり、迅速に激痛のメッセ
ージを伝送する。もう１つは、小さい無髄「Ｃ」線維であり、慢性の拍動痛メッセージを
伝達する。３つ目のタイプの神経線維は、Ａβと呼ばれる「非侵害受容性」であり、痛刺
激を伝達しない。ゲートコントロールセオリーでは、Ａδ及びＣ痛覚繊維によって伝達さ
れる信号は、非侵害受容性Ａβ線維の活性化／刺激によって妨害されるため、個人の痛覚
を阻害することができると断言している。このように、神経刺激は、疼痛メッセージを脳
に到達する前にブロックすることによって、疼痛を軽減する。
【００１８】
　ＳＣＳは多くの場合、腰椎術後疼痛症候群、阻血による難治性疼痛を有する慢性疼痛症
候群の治療に使用される。ＳＣＳの複雑な問題が、すべてのＳＣＳ患者の３０％～４０％
で報告されている。このため、患者の疼痛管理の全体的なコストが増加し、ＳＣＳの有効
性が減少する。一般的な複雑な問題としては、感染症、出血、神経組織の損傷、誤った区
画へのデバイスの配置、ハードウェアの誤動作、リード線の移動、リード線の破損、リー
ド線の切断、リード線の浸食、移植組織部位の疼痛、発生器の過熱、及び充電器の過熱が
挙げられる。リード拡張接続問題、リード破損、リードの移動、及び感染などを含む、一
般的な複雑な問題の発生率は驚くほど高い。
【００１９】
　末梢神経障害は、先天的又は後天的である場合がある。後天的末梢神経障害の原因とし
ては、神経への物理的障害（外傷）、ウィルス、腫瘍、自己免疫反応、栄養失調、アルコ
ール依存症、糖尿病、並びに血管及び代謝疾患が挙げられる。後天的末梢神経障害は、全
身性疾患によるもの、外傷によるもの、及び神経組織に影響する感染症又は自己免疫疾患
によるものという３つの広いカテゴリに分類される。後天的末梢神経障害の一例は三叉神
経痛であり、三叉神経（頭部及び顔面の大きい神経）に対する損傷によって顔面の片側に
一時的に閃光のように猛烈な痛みをもたらす。
【００２０】
　末梢神経障害性疼痛を抱える患者には、高い割合で、さまざまな理由からＳＣＳの効果
がない。ただし、これらの患者の多くは、対応する末梢神経に対する直接的な電気刺激に
よって、許容できるレベルの疼痛を軽減することができる。この療法は、末梢神経刺激（
ＰＮＳ）と呼ばれる。ＦＤＡにより認可されたＰＮＳデバイスは米国で販売されておらず
、この疾患を治療するために、標準的な脊髄刺激（ＳＣＳ）デバイスが緩和ケア医により
未認可で使用される。販売されたＳＣＳデバイスの大部分は、ＰＮＳのために未認可で使
用されることができた。
【００２１】
　現在の市販のＳＣＳシステムは、脊髄を刺激するために設計されており、末梢神経刺激
用ではないため、ＳＣＳよりも、ＰＮＳに関するＳＣＳシステムの使用に関連した、デバ
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イスに関する複雑な問題のほうが多く存在する。現在のＳＣＳデバイス（発生器）は、大
きく、嵩高である。ＳＣＳがＰＮＳに使用される場合、ＳＣＳ発生器は一般に、腹部又は
臀部の上の腰部に埋め込まれ、長いリード線が、腕、脚、又は顔にある標的末梢神経に到
達するように、複数の関節をまたいでトンネリングされる。過剰なトンネリング及び関節
の横断は、外科手術後の痛みの増加及びデバイスの故障率の上昇につながる。加えて、剛
性のリード線は、皮膚びらん及び穿通を引き起こす場合があり、リード線故障率は埋め込
み後、最初の数年で非常に高くなる。多くの、又は更にほとんどの複雑な問題は、結果と
して置換手術、及び場合によっては複数の置換手術を行うことになる。
【００２２】
　埋込み式神経刺激システム１００の一実施形態が図１に示され、この埋込み式神経刺激
システム１００は、例えば、末梢埋込み式神経刺激システム１０であり得る。一部の実施
形態では、埋込み式神経刺激システム１００は、例えば、末梢神経から起因する、慢性の
激しい、治療抵抗性の神経障害性疼痛を抱える患者の治療に使用することができる。一部
の実施形態では、埋込み式神経刺激システム１００を使用して、標的末梢神経又は脊髄の
後方の硬膜外空間のいずれかに刺激を与えることができる。
【００２３】
　埋込み式神経刺激システム１００は、１つ又はいくつかのパルス発生器を含む場合があ
る。当業者であれば、パルス発生器は本明細書においては再充電デバイスと称されるもの
の、本明細書において開示されるシステム及び方法によりあらゆる埋込み式デバイスが再
充電できることを認識する。パルス発生器は、さまざまな形状及びサイズを含む場合があ
り、さまざまな材料から作製され得る。一部の実施形態では、１つ又はいくつかのパルス
発生器は、痛みを制御するために神経に送達される電気パルスを生成することができる。
パルス発生器の一方又は両方が、プロセッサ及び／又はメモリを含み得る。いくつかの実
施形態において、プロセッサは、埋込み式神経刺激システム１００の他の構成要素に命令
を送り、ここから情報を受信することができる。プロセッサは保存された命令により機能
することができ、この保存された命令は、プロセッサ、及び／又はコンテンツ・インジェ
クションシステム（ｃｏｎｔｅｎｔ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）１００の他の
構成要素と関連するメモリ内に位置することがある。プロセッサは、保存された命令に従
い、決定を行うことができる。プロセッサは、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）、又はＡｄｖａｎ
ｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ．（登録商標）などによるマイクロプロセ
ッサなど、マイクロプロセッサを含んでもよい。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、プロセッサの動作を指示する、保存された命令は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、記述言語、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、
ハードウェア記述言語、及び／又はこれらの組み合わせによって実行され得る。ソフトウ
ェア、ファームウェア、ミドルウェア、記述言語、及び／又はマイクロコードにおいて実
行されるとき、必要なタスクを実行するためのプログラムコード、又はコードセグメント
は、記憶媒体など、機械可読媒体に保存されてもよい。コードセグメント、又は機械によ
り実行可能な命令は、手続き、機能、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルー
チン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、スクリプト、クラス、又は命令のいずれか
の組み合わせ、データ構造、及び／又はプログラム文を表すことがある。コードセグメン
トは、情報、データ、引数、パラメータ、及び／又はメモリコンテンツなどを渡す及び／
又は受信することによって、別のコードセグメント、又はハードウェア回路に結合されて
もよい。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモリ共有、メッセージ送信、トーク
ンパッシング、ネットワーク送信などを含む任意の好適な手段により、渡されるか、転送
されるか、又は送信されてもよい。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、パルス発生器の一方又は両方のメモリが、保存された命
令を含む記憶媒体であり得る。メモリは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ＲＡＭ、コアメモリ、磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体
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、フラッシュメモリデバイス、及び／又は情報を保存するための他の機械可読媒体を含む
、データを保存するための１つ以上のメモリを表し得る。いくつかの実施形態において、
メモリは、プロセッサ内、又はプロセッサ外に実装され得る。いくつかの実施形態におい
て、メモリは、いずれかの種類の、長期、短期、揮発性、不揮発性、又は他の記憶媒体で
あり得、いずれかの特定の種類のメモリ、若しくは特定の数のメモリ、又はメモリが保存
される媒体の種類に限定されない。いくつかの実施形態において、メモリは、例えば、揮
発性及び不揮発性メモリの一方又は両方を含み得る。１つの特定の実施形態において、メ
モリは、ＲＡＭメモリなどの揮発性部分、及びフラッシュメモリなどの不揮発性部分を含
み得る。
【００２６】
　一部の実施形態では、パルス発生器の１つは、外部パルス発生器１０２又は埋込み式パ
ルス発生器１０４である場合がある。外部パルス発生器１０２を使用して、埋込み式神経
刺激システム１００を使用した治療、及び／又は埋込み式パルス発生器１０４の埋込みに
対する患者の適合性を評価することができる。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、パルス発生器の１つは、埋込み式パルス発生器１０４で
あり得、これは、大きさ及び形状を変えることができ、かつ埋込み式パルス発生器１０４
を体内に埋め込めるような材料で作製することができる。一部の実施形態では、埋込み式
パルス発生器１０４は、体内の所望の場所に埋込み式パルス発生器１０４を定置できるよ
うなサイズ及び形状にすることができ、一部の実施形態では、（後述する）リード線が関
節をまたいでトンネリングされないように、及び／又は延長ケーブルが不要であるように
、末梢神経に隣接して定置される。
【００２８】
　一部の実施形態では、パルス発生器によって生成された電極パルスは、１つ若しくはい
くつかの神経１１０、及び／又は１つ若しくはいくつかのリード線を介して１つ又はいく
つかの神経１１０に送達される場合がある。リード線は、電極と呼ばれる導電部分、及び
非導電部分を含む場合がある。リード線は、さまざまな形状を有する場合があり、さまざ
まなサイズである場合があり、さまざまな材料から作製される場合があり、サイズ、形状
、及び材料は、適用例又はその他の要因によって規定される場合がある。
【００２９】
　一部の実施形態では、リード線は陽極リード線１０６及び／又は陰極リード線１０８を
含む場合がある。一部の実施形態では、陽極リード線１０６及び陰極リード線１０８は同
一のリード線である可能性があるが、パルス発生器から異なる極性のパルスを受けること
がある。あるいは、いくつかの実施形態において、各リードは代替的に、アノード及びカ
ソード電極を含み得る。
【００３０】
　一部の実施形態では、リード線をパルス発生器に直接接続でき、一部の実施形態では、
コネクタ１１２及びコネクタケーブル１１４を介してリード線をパルス発生器に接続する
ことができる。コネクタ１１２は、リード線をコネクタケーブル１１４に電気的に接続す
ることができる任意のデバイスを含む場合がある。同様に、コネクタケーブルは、別個の
電気パルスを陽極リード線１０６及び陰極リード線１０８に伝送することができる任意の
デバイスである場合がある。
【００３１】
　一部の実施形態では、埋込み式神経刺激システム１００は、埋込み式パルス発生器１０
４が体内に埋め込まれると、埋込み式パルス発生器１０４を再充電するように構成できる
、充電器１１６を含む場合がある。充電器１１６は、さまざまな形状、サイズ、及び機能
を含む場合があり、さまざまな材料から作製される場合がある。パルス発生器１０２、１
０４と同様に、充電器１１６は、上記と同様の特性を有するプロセッサ及び／又はメモリ
を含み得る。一部の実施形態では、充電器１１６は、誘導結合具を介して埋込み式パルス
発生器１０４を再充電することができる。
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【００３２】
　一部の実施形態では、電気パルスの１つ又はいくつかの特性をコントローラによって制
御することができる。一部の実施形態では、これらの特性は、例えば、周波数、強度、パ
ターン、持続時間、又は電気パルスのタイミング及び規模のその他の観点を含む場合があ
る。一実施形態では、これらの特性は、例えば、電圧、電流などを含む場合がある。一実
施形態では、第１電気パルスは第１特性を有し、第２電気パルスは第２特性を有する場合
がある。この電気パルスの制御は、１つ又はいくつかの電気パルスプログラム、計画、又
はパターンの生成を含む場合があり、一部の実施形態では、１つ又はいくつかの既存の電
気パルスプログラム、計画、又はパターンの選択を含む場合がある。図１に示されている
実施形態では、埋込み式神経刺激システム１００は、臨床医用プログラマー１１８である
コントローラを含む。臨床医用プログラマー１１８を使用して、１つ若しくはいくつかの
パルスプログラム、計画、若しくはパターンの生成、及び／又は１つ若しくはいくつかの
生成したパルスプログラム、計画、若しくはパターンの選択を行うことができる。一部の
実施形態では、臨床医用プログラマー１１８を使用して、例えば、外部パルス発生器１０
２及び埋込み式パルス発生器１０４のいずれか又は両方など、パルス発生器の動作をプロ
グラミングすることができる。臨床医用プログラマー１１８は、有線及び／又は無線でパ
ルス発生器と通信できるコンピューティングデバイスを含む場合がある。一部の実施形態
では、臨床医用プログラマー１１８は、パルス発生器及びリード線の動作及び／又は有効
性を示す、パルス発生器からの情報を受信するように、更に構成することができる。
【００３３】
　一部の実施形態では、埋込み式神経刺激システム１００のコントローラは、患者リモー
トデバイス１２０を含む場合がある。患者リモートデバイス１２０は、有線又は無線接続
によってパルス発生器と通信できる、コンピューティングデバイスを含む場合がある。患
者リモートデバイス１２０を使用して、パルス発生器をプログラミングすることができ、
一部の実施形態では、患者リモートデバイス１２０は、臨床医用プログラマー１１８によ
って生成される１つ又はいくつかのパルス発生プログラム、計画、又はパターンを含む場
合がある。一部の実施形態では、患者リモートデバイス１２０を使用して、既存の１つ又
はいくつかのパルス発生プログラム、計画、又はパターンの選択と、例えば、１つ又はい
くつかのパルス発生プログラム、計画、又はパターンの中から選択されたものの期間の選
択と、を行うことができる。
【００３４】
　上記の埋込み式神経刺激システム１００の構成要素を有利に使用して、患者の痛みを緩
和する電気パルスの発生を制御及び提供することができる。
【００３５】
　ここで図２を参照し、埋込み式神経刺激システム１００の相互接続の一実施形態の概略
図が示される。図２に示されるように、埋込み式神経刺激システム１００の構成要素のい
くつかが、ネットワーク１１０を介して相互接続されている。いくつかの実施形態におい
て、ネットワーク１１０は、埋込み式神経刺激システム１００の構成要素間の通信を可能
にする。ネットワーク１１０は、例えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイ
ドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、有線ネットワーク、カスタムネットワーク、ワイヤレ
スネットワーク、例えば、携帯電話回線などの電話回線、インターネット、ワールドワイ
ドウェブ、若しくは他のいずれかの所望のネットワーク、又はさまざまなネットワークの
組み合わせであり得る。いくつかの実施形態において、ネットワーク１１０は、いずれか
の所望の通信及び／又はネットワーク・プロトコルを使用し得る。ネットワーク１１０は
、埋込み式神経刺激システム１００の２つ以上の構成要素間の、いずれかの通信相互接続
を含み得る。一実施形態において、神経刺激システム１００のデバイス間の通信は、例え
ば、近距離通信（ＮＦＣ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などによりカバーされるも
のを含む、いずれかの通信プロトコルに従い得る。いくつかの実施形態において、システ
ムの異なる構成要素は、さまざまな通信ネットワーク、及び／又はプロトコルを使用する
ことができる。
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【００３６】
　ここで図３を参照し、外部パルス発生器１０２、及び／又は埋込み式パルス発生器１０
４のアーキテクチャの一実施形態の概略図が示されている。いくつかの実施形態において
、パルス発生器１０２、１０４の一方のアーキテクチャの構成要素それぞれが、パルス発
生器１０２、１０４の一方のプロセッサ、メモリ、及び／又は他のハードウェア構成要素
を使用して、実装することができる。いくつかの実施形態において、パルス発生器１０２
、１０４の一方のアーキテクチャの構成要素それぞれが、所望の結果を達成するための、
パルス発生器１０２、１０４の一方のハードウェアと相互作用する、ソフトウェアを含み
得る。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、パルス発生器１０２／１０４は、例えば、ネットワーク
インターフェース３００を含み得る。ネットワークインターフェース３００は、ネットワ
ーク１１０にアクセスして、パルス発生器１０２、１０４と、埋込み式神経刺激システム
１００の他の構成要素との間の通信を可能にするように構成され得る。いくつかの実施形
態において、ネットワークインターフェース３００は、１つ又はいくつかのアンテナと、
１つ又はいくつかのアンテナが、埋込み式神経刺激システム１００の他の構成要素の１つ
又はいくつかに情報を送信し、ここから情報を受信するように制御するように構成された
ソフトウェアとを含み得る。
【００３８】
　パルス発生器１０２、１０４は更にデータモジュール３０２を含み得る。データモジュ
ール３０２は、パルス発生器１０２、１０４の同一性、及び特性に関するデータを管理す
るように構成され得る。いくつかの実施形態において、データモジュールは、例えば、パ
ルス発生器の識別、パルス発生器１０２、１０４の１つ若しくはいくつかの特性など、パ
ルス発生器１０２、１０４に関する情報を含み得る。一実施形態において、パルス発生器
１０２、１０４を識別するデータは、例えば、パルス発生器１０２、１０４のシリアル番
号、及び／又はパルス発生器１０２、１０４の独自の識別子を含む、パルス発生器１０２
、１０４の他の識別子を含み得る。いくつかの実施形態において、パルス発生器１０２、
１０４の特性に関連する情報としては、例えば、パルス発生器１０２、１０４の機能を識
別するデータ、パルス発生器１０２、１０４の電力消費を識別するデータ、パルス発生器
１０２、１０４の充電量、及び／又はパルス発生器１０２、１０４の電力貯蔵量を識別す
るデータ、パルス発生器１０２、１０４の潜在的及び／若しくは最大充電速度を識別する
データ、などが挙げられる。
【００３９】
　パルス発生器１０２、１０４はパルス制御器３０４を含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、パルス制御器３０４は、パルス発生器１０２、１０４による１つ又はいくつかの
パルスの発生を制御するように構成され得る。いくつかの実施形態において、例えば、こ
の情報は、１つ又はいくつかのパルスパターン、プログラムなどを識別し得る。この情報
は更に、例えば、パルス発生器１０２、１０４により発生されるパルスの周波数、パルス
発生器１０２、１０４により生成されるパルスの持続時間、パルス発生器１０２、１０４
により発生されるパルスの強度及び／又は大きさ、又はパルス発生器１０２、１０４によ
る１つ又はいくつかのパルスの生成に関連する他のいずれかの詳細を指定することができ
る。いくつかの実施形態において、この情報は、例えば、パルスパターン及び／又はパル
スプログラムの持続時間など、パルスパターン及び／又はパルスプログラムの態様を指定
することができる。いくつかの実施形態において、パルス発生器１０２～１０４のパルス
発生器の制御に関する、及び／又は制御のための情報は、メモリ内に保存することができ
る。
【００４０】
　パルス発生器１０２、１０４は充電モジュール３０６を含み得る。いくつかの実施形態
において、充電モジュール３０６は、パルス発生器１０２、１０４の充電／再充電を制御
及び／又はモニタリングするように構成され得る。いくつかの実施形態において、例えば
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、充電モジュール３０６は、誘導結合を形成することによりパルス発生器１０２、１０４
を再充電するために、充電器１１６の１つ又はいくつかの誘導コイル／機構と相互作用し
得る、１つ又はいくつかの誘導コイル／機構など、パルス発生器１０２、１０４を再充電
するためにエネルギーを受け取るように構成された１つ又はいくつかの機構を含み得る。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、充電モジュール３０６は、パルス発生器１０２、１０４
の充電をモニタリングするように構成された、ハードウェア及び／又はソフトウェアを含
み得る。いくつかの実施形態において、パルス発生器１０２、１０４の１つ又はいくつか
の構成要素の温度、パルス発生器１０２、１０４の充電速度、パルス発生器１０２、１０
４の充電状態などをモニタリングするように構成され得る。これらの機構は例えば、１つ
又はいくつかの抵抗器、サーミスタ、熱電対、温度センサー、電流センサー、充電センサ
ーなどを含む場合がある。
【００４２】
　パルス発生器１０２、１０４は充電エネルギー保存デバイス３０８を含み得る。エネル
ギー保存デバイス３０８は、エネルギーを貯蔵するように構成されたいずれかのデバイス
であり得、例えば、１つ又はいくつかの電池、コンデンサ、燃料電池などが挙げられる。
いくつかの実施形態において、エネルギー保存デバイス３０８は、充電モジュール３０６
から充電エネルギーを受け取るように構成され得る。
【００４３】
　ここで図４を参照し、充電器１１６の一実施形態の概略図が示される。いくつかの実施
形態において、充電器１１６のアーキテクチャの構成要素それぞれが、充電器１１６のプ
ロセッサ、メモリ、及び／又は他のハードウェア構成要素を使用して、実装することがで
きる。いくつかの実施形態において、充電器１１６のアーキテクチャの構成要素それぞれ
が、所望の結果を達成するための、充電器１１６のハードウェアと相互作用する、ソフト
ウェアを含み得る。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、充電器１１６は、例えば、ネットワークインターフェー
ス４００を含み得る。ネットワークインターフェース４００は、ネットワーク１１０にア
クセスして、充電器１１６と、埋込み式神経刺激システム１００の他の構成要素との間の
通信を可能にするように構成され得る。いくつかの実施形態において、ネットワークイン
ターフェース４００は、１つ又はいくつかのアンテナと、１つ又はいくつかのアンテナが
、埋込み式神経刺激システム１００の他の構成要素の１つ又はいくつかに情報を送信し、
ここから情報を受信するように制御するように構成されたソフトウェアとを含み得る。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、充電器１１６はデータモジュール４０２を含む場合があ
る。データモジュール４０２は、充電器１１６が通信する、パルス発生器１０２、１０４
の同一性、及び特性に関するデータを管理するように構成され得る。いくつかの実施形態
において、データモジュール４０２は、例えば、充電器１１６が通信する１つ又はいくつ
かのパルス発生器１０２、１０４の識別、充電器が通信する１つ又はいくつかのパルス発
生器１０２、１０４の１つ又はいくつかの特性などを含み得る、１つ又はいくつかのデー
タベースを含む場合がある。この情報は、データモジュール３０２に関して先に記載され
た情報の一部又は全部を含み得る。
【００４６】
　充電器１１６は、充電モジュール４０４を含み得る。充電モジュール４０４は、パルス
発生器１０２、１０４の充電を制御及び／又はモニタリングするように構成され得る。い
くつかの実施形態において、例えば、充電モジュール４０４は、充電前、充電中、及び充
電後に、一回又は数回、１つ又はいくつかのパルス発生器１０２、１０４から情報を要求
し得る、１つ又はいくつかのプロトコルを含み得る。この情報は、パルス発生器１０２、
１０４から充電器１１６によって受信され得、充電場の発生及び／又は特性を制御するた
めに使用され得る。いくつかの実施形態において、充電モジュール４０４は、誘導結合を
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形成することによりパルス発生器１０２、１０４を再充電するために、パルス発生器１０
２、１０４の１つ又はいくつかの誘導コイル／機構と相互作用し得る、１つ又はいくつか
の誘導コイル／機構など、パルス発生器１０２、１０４を再充電するためにエネルギーを
送るように構成された１つ又はいくつかの機構を含み得る。
【００４７】
　充電器１１６は充電エネルギー保存デバイス４０６を含み得る。エネルギー保存デバイ
ス４０６は、エネルギーを貯蔵するように構成されたいずれかのデバイスであり得、例え
ば、１つ又はいくつかの電池、コンデンサ、燃料電池などが挙げられる。いくつかの実施
形態において、エネルギー保存デバイス４０６は、再充電される１つ又はいくつかのパル
ス発生器１０２、１０４に充電エネルギーを供給するように構成され得る。
【００４８】
　図５を参照し、パルス発生器１０２、１０４を充電するためのプロセス５００の一実施
形態を例示するフローチャートが示される。プロセス５００は、例えば、充電器１１６と
通信し得る、パルス発生器１０２、１０４により、及び／又はパルス発生器１０２、１０
４において実行され得る。プロセスはブロック５０１において開始し、神経が刺激される
。いくつかの実施形態において、神経の刺激は、１つ又はいくつかのパルスプログラムに
従って１つ又はいくつかのパルスを発生することを含み得る。これは、例えば、制御器１
０２、１０４のパルス制御器３０４から情報を収集することと、パルス制御器３０４から
収集したパルスプログラムに従ってパルスを発生することを含み得る。いくつかの実施形
態において、これらのパルスは、例えば、電極１０６、１０８を介し、例えば、１つ又は
いくつかの標的神経を含み得る、１つ又はいくつかの領域に供給され得る。いくつかの実
施形態において、ブロック５０１の刺激は、プロセス５００全体にわたり実行され得、い
くつかの実施形態において、プロセス５００は、ブロック５０１の刺激とは別個に行われ
得る。したがって、いくつかの実施形態において、プロセス５００は、刺激が生じている
間に、刺激が生じていないときに、又は刺激が生じている時間の一部にわたり、行われ得
る。
【００４９】
　神経が刺激された後、プロセス５００は、ブロック５０２へと続き、識別リクエストが
受信される。いくつかの実施形態において、識別リクエストは、充電器１１６から、例え
ば、ネットワークインターフェース３００を介して受信され得る。いくつかの実施形態に
おいて、識別要求は、パルス発生器１０２、１０４の充電を始動する、及び／又は開始す
る、第１工程として受信され得る。いくつかの実施形態において、識別要求は、パルス発
生器１０２、１０４を識別する情報の要求を含む場合があり、この情報は例えば、パルス
発生器１０２、１０４のシリアル番号を含み得る。
【００５０】
　識別要求が受信された後、プロセス５００はブロック５０４へと続き、パルス発生器１
０２、１０４の識別が送信される。いくつかの実施形態において、これは、例えば、パル
ス発生器１０２、１０４のデータモジュールからパルス発生器１０２、１０４を識別する
情報を収集することを含み得る。いくつかの実施形態において、これは更に、例えば、パ
ルス発生器１０２、１０４のエネルギー保存デバイス３０８の充電状態などの、パルス発
生器１０２、１０４の１つ又はいくつかのパラメータ、例えば、パルス発生器１０２、１
０４が充電され得る速度などの、パルス発生器１０２、１０４の１つ又はいくつかの充電
パラメータに関する情報の収集を含み得る。いくつかの実施形態において、収集された情
報は、パルス発生器１０２、１０４のネットワークインターフェース３００を介し、パル
ス発生器１０２、１０４から充電器１１６へと送信され得る、メッセージへと組み合わせ
ることができる。
【００５１】
　パルス発生器１０２、１０４の識別の送信は、ブロック５０２における識別要求の受信
に応答して行われることがあり、いくつかの実施形態において、パルス発生器１０２、１
０４の識別の送信は、ブロック５０２の識別要求の受信なしに定期的に行われることがあ
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る。いくつかの実施形態において、識別の送信は、例えば、パルス発生器１０２、１０４
の充電状態が閾値を下回ったときなどを含む、パルス発生器１０２、１０４のエネルギー
保存デバイス３０８の充電状態に応答して、生じ得る。
【００５２】
　神経が刺激された後、プロセス５００は、ブロック５０６へと続き、場の特性が決定さ
れる。いくつかの実施形態において、場の特性とは、パルス発生器１０２、１０４におい
て検出可能な、充電場、及び／又は電界の特性であり得る。いくつかの実施形態において
、場の特性の決定は、充電プロセス中における１つ又はいくつかの時点における電界強度
、及び／又は充電場の強度の識別を含み得る。いくつかの実施形態において、場の特性は
、例えば、誘導コイル、抵抗器、温度センサーなどの、充電モジュール３０６の構成要素
の使用により、決定され得る。いくつかの実施形態において、場の特性は、充電器１１６
からの命令若しくは要求に応答して決定され得るか、又は異なるトリガに応答して、又は
所定の方法により決定され得る。
【００５３】
　場の特性が識別された後、プロセス５００は、ブロック５０８へと続き、場の特性が伝
達される。いくつかの実施形態において、場の特性は、パルス発生器１０２、１０４のネ
ットワークインターフェース３００を介して充電器１１６に送信され得る。いくつかの実
施形態において、場の特性の送信は、場の特性を含むメッセージの生成、及び生成された
メッセージを充電器１１６に送信することを含み得る。
【００５４】
　場の特性が送信された後、プロセス５００は決定状態５１０へと続き、追加的な場の特
性が決定されるべきかどうかが決定される。いくつかの実施形態において、例えば、パル
ス発生器１０２、１０４は、充電器１１６から要求を受信し、充電プロセス中に、１回又
は数回、第２及び／又は他の追加的な場の特性をとることができる。同様に、いくつかの
実施形態において、パルス発生器１０２、１０４は、充電プロセスの間に、１回又は複数
の時間、第２の場の特性及び／又は多数の他の場の特性を検出するように構成され得る。
有利なことに、再充電中に、１つ又はいくつかの追加的な回数、１つ又はいくつかの追加
的な場の特性を決定することにより、パルス発生器１０２、１０４により検出される、充
電場を操作及び／又は変更するための充電器１１６の能力の確認及び／又は識別を可能に
することができる。これは、再充電プロセスにおけるより良好な制御を可能にし得る。
【００５５】
　追加的な場の特性を判定すべきことが決定されると、充電器１１６からの要求により、
及び／又はパルス発生器１０２、１０４のプロトコルに従って、プロセス５００がブロッ
ク５０６に戻り、上記の概略通りに進む。追加的な場の特性が判定されるべきでないこと
が決定されると、プロセス５００が決定状態５１１へと続き、充電が開始されるかどうか
が決定される。いくつかの実施形態において、充電開始の決定は、充電開始の命令を受信
することを含み得る。いくつかの実施形態において、この命令は、例えば充電器１１６か
ら受信することができる。いくつかの実施形態において、充電開始の決定は、例えば、充
電を可能にするために十分に大きな閾値を超える充電場の強度など、充電を可能にする充
電場の特性を検出することを含み得る。充電が開始されないことが決定されると、プロセ
スはブロック１２に進み、動作を継続する。いくつかの実施形態において、動作の継続は
、ブロック５０１において識別される神経刺激システムの継続、１つ又はいくつかのパル
スプログラム、計画、又はパターンに従う動作、例えば臨床医プログラマー１１８及び／
又は患者リモートデバイス１２０などから受信される１つ又はいくつかの新しい命令に従
う動作などを含み得る。
【００５６】
　再び決定状態５１１に戻り、充電が開始されたことが決定されると、プロセス５００は
ブロック５１３に進み、エネルギー保存デバイス３０８が充電される。いくつかの実施形
態において、エネルギー保存デバイス３０８は、充電モジュール３０６を介して電界から
受け取られるエネルギーにより充電することができる。
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【００５７】
　いくつかの実施形態において、エネルギー保存デバイス３０８が充電されている間、プ
ロセス５００は、エネルギー保存デバイス３０８の１つ又はいくつかの充電パラメータを
判定、及び／又はモニタリングする。いくつかの実施形態において、このモニタリングは
、パルス発生器１０２、１０４が充電される間を通じて行われる場合があり、モニタリン
グは、例えば、一度、複数回、定期的に、及び／又は連続的に行われ得る。いくつかの実
施形態において、これらのパラメータは、例えば、エネルギー保存デバイス３０８の温度
、パルス発生器１０２、１０４の１つ又はいくつかの構成要素の温度、エネルギー保存デ
バイス３０８の充電速度、エネルギー保存デバイス３０８の充電状態、充電電圧、充電場
の強度、余剰な充電電流の量などが挙げられる。
【００５８】
　充電のパラメータが判定された後、プロセス５００はブロック５１６に進み、充電パラ
メータが閾値と比較される。いくつかの実施形態において、この、充電パラメータの閾値
との比較を使用して、場の特性を調節するかどうか、エネルギー保存デバイス３０８の充
電速度を変更するかどうか、エネルギー保存デバイス３０８の充電を停止するかどうか、
などを決定することができる。いくつかの実施形態において、例えば、閾値は温度閾値（
閾値を超える温度は充電場の強度を低減させる要求の指標である、及び／又はこれを生じ
ることができる）、充電速度閾値（充電速度閾値は、パルス発生器１０２、１０４の最低
及び／又は最高充電速度の一部により指定される）、充電状態閾値（充電状態閾値は、パ
ルス発生器１０２、１０４のエネルギー保存デバイス３０８の充電状態を示す）、充電電
圧閾値、充電場強度閾値、余剰な充電電流閾値の量など、であり得る。
【００５９】
　充電パラメータが閾値と比較された後、プロセス５００は決定状態５１８へと続き、充
電が完了したかどうかが判定される。いくつかの実施形態において、充電の完全性は、例
えば、充電パラメータの、例えば、温度閾値、充電状態閾値などの閾値の１つとの比較に
基づいて判定することができる。
【００６０】
　充電が完了していると判定されると、次にプロセス５００はブロック５２０へと続き、
充電の完了が伝達される。いくつかの実施形態において、充電の完了を伝達することは、
パルス発生器１０２、１０４のプロセッサにより、充電完了状態を示す情報を含むメッセ
ージを生成すること、及び／又はパルス発生器１０２、１０４のエネルギー保存デバイス
３０８の充電状態を示すことを含み得る。したがって、いくつかの実施形態において、こ
の伝達は、充電停止の命令、及び／又は充電停止の要求を含む場合があり、いくつかの実
施形態において、この伝達は、パルス発生器１０２、１０４の充電を停止するかどうかを
決定するために、充電器１１６により使用され得る情報を含み得る。この伝達が、パルス
発生器１０２、１０４の充電を停止するかどうかを決定するための、充電器１１６により
使用され得るデータを含む実施形態において、プロセス６００は、ブロック５１４におい
て充電パラメータを判定した直後にこの伝達を生じることができる。この伝達は、例えば
、パルス発生器１０２、１０４のネットワークインターフェース３００を介して、パルス
発生器から充電器１１６に送信され得る。
【００６１】
　再び決定状態５１８に戻り、充電が完了していないことが判定されると、プロセス５０
０は決定状態５２２に進み、充電場の調節が所望される、及び／又は示されるかどうかが
決定される。いくつかの実施形態において、これは、充電パラメータの閾値の１つとの比
較の結果が、充電場、及び／又は充電場の強度が、増加又は低減されるべきであることを
示しているかどうかを判定することを含み得る。一実施形態において、例えば、パルス発
生器１０２、１０４の充電速度に関する充電パラメータの比較が、充電速度が充電速度閾
値よりも低いことを示し得る。１つのこのような実施形態において、パルス発生器１０２
、１０４は、充電場の強度の増加を要求することができる。同様に、一実施形態において
、充電速度に関する充電速度充電パラメータと、充電速度の閾値とを比較することにより
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、パルス発生器１０２、１０４の充電速度が閾値を超えていることが示され得る。１つの
このような実施形態において、充電場の強度を低減させるべきであることが決定され得る
。同様に、いくつかの実施形態において、閾値を超える温度は、充電場を低減させる必要
があることを示す場合があり、充電状態を示す充電パラメータと、充電状態閾値との比較
は、充電場の強度を低減させる必要があることを示し得る、等。充電場が調節される必要
がないと判定されると、プロセスはブロック５１４に戻り、上記に概説したように継続す
る。
【００６２】
　充電場が調節されるべきであると判定されると、プロセス５００はブロック５２４へと
続き、調節の要求が伝達される。いくつかの実施形態において、調節の要求の伝達は、充
電場の強度の調節を要求するメッセージの生成を含む場合があり、いくつかの実施形態に
おいて、メッセージは、充電場を調節するかどうか、及びその方法を決定するために充電
器１１６により使用され得る、ブロック５１４において決定される１つ又はいくつかの充
電パラメータを含む、データを含み得る。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、充電メッセージは充電場の強度を逓増又は逓減させるか
どうかを単純に示すことができ、いくつかの実施形態において、調節メッセージは、充電
場の強度がどの程度増加、又は低減されるべきかを示すことがある。メッセージが、充電
場を調節すべきかどうか、及びその方法を決定するために、充電器１１６によって使用さ
れ得る、ブロック５１４において決定される１つ又はいくつかの充電パラメータを含むデ
ータを含む実施形態において、プロセス６００は、ブロック５１４の充電パラメータを決
定した直後にメッセージを生成することができる。いくつかの実施形態において、調節要
求はパルス発生器１０２、１０４から、ネットワークインターフェース３００を介して、
充電器１１６へと伝達され得る。調節要求が伝達された後、又は決定状態５２２に再び戻
り、充電場が調節されるべきではないと判定されると、プロセス５００がブロック５１４
に戻り、上記に概説されたように継続する。
【００６４】
　代表的な実施形態において、プロセス５００は、以下のように実施され得る。パルス発
生器１０２、１０４が、１つ又はいくつかのパルスを発生して、神経、及び／又は患者の
身体の一部を刺激することができる。１つ又はいくつかのパルスを発生する間、パルス発
生器１０２、１０４は、識別要求、及び／又は充電要求を受信することができる。いくつ
かの実施形態において、パルス発生器１０２、１０４は、エネルギー保存デバイス３０８
の充電状態に関する情報を収集し、充電が望ましい及び／又は推奨されるかどうかを決定
することができる。充電が望ましい及び／又は推奨される場合、パルス発生器１０２、１
０４は、例えば、パルス発生器１０２、１０４のデータモジュール３０２から識別情報を
収集することができる。この情報は、パルス発生器１０２、１０４を識別することができ
る。
【００６５】
　パルス発生器１０２、１０４が識別要求を受信した後、パルス発生器１０２、１０４は
、パルス発生器１０２、１０４を識別する情報を含み、いくつかの実施形態においてはま
た、パルス発生器１０２、１０４に関する情報を含む、メッセージを生成することができ
る。いくつかの実施形態において、パルス発生器１０２、１０４は、エネルギー保存デバ
イス３０８の充電状態、パルス発生器１０２、１０４の許容可能な充電速度などに関する
情報を含み得る。パルス発生器１０２、１０４に関し、パルス発生器１０２、１０４を識
別するこの情報は、例えば、ネットワークインターフェース３００を介して充電器１１６
に伝達することができる。
【００６６】
　識別情報が充電器１１６に伝達された後、パルス発生器１０２、１０４は、パルス発生
器１０２、１０４に保存される１つ又はいくつかのプロトコルに従い、又は充電器１１６
から収集された要求に従い、第１の時点において、場の特性の判定を行う。いくつかの実
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施形態において、場の特性は、例えば、第１レベルにおいて、例えば、ゼロ及び／又はほ
ぼゼロであり得る、充電場の強度を含み得る。いくつかの実施形態において、ゼロの充電
場は、最大充電強度の１％未満、最大充電強度の５％未満、最大充電強度の１０％未満、
及び／又は他のいずれかの中間的値の強度を有する場を含み得る。場の特性が決定された
後、パルス発生器１０２、１０４は、場の特性を充電器１１６に伝達することができる。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、場の特性を充電器に伝達した後、パルス発生器１０２、
１０４は、第２の時点において、第２の場の特性を判定することができる。いくつかの実
施形態において、第２の場の特性は、第２の時点において、第２の場の特性に関連する情
報を要求する、充電器１１６から受信される要求に応答して決定され得、いくつかの実施
形態において、第２の場の特性は、パルス発生器１０２、１０４の１つ又はいくつかのプ
ロトコルに従って第２の時点において決定され得る。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、第２の場の特性が第２の時点において判定された後、パ
ルス発生器１０２、１０４は、充電器１１６に場の特性を伝達することができ、充電を開
始する信号が、受信され得る、及び／又は充電が開始され得る。いくつかの実施形態にお
いて、充電場、及び／又はパルス発生器１０２、１０４の１つ又はいくつかの特性が、充
電中にモニタリングされ得、これらの特性は、充電をいつ終了するか、及び／又は充電場
の強度を調節するかどうかを決定するために、１つ又はいくつかの閾値と比較することが
できる。充電終了が決定されると、その後充電完了を示すメッセージが生成及び送信され
る。同様に、充電場の強度を調節することが決定されると、その後充電場の強度の調節を
要求するメッセージが生成及び送信される。
【００６９】
　図６を参照し、パルス発生器１０２、１０４の充電を制御するための、プロセス６００
の一実施形態を例示するフローチャートが示される。プロセス６００は、充電器１１６に
より、及び／又は充電器１１６において行われ得る。いくつかの実施形態において、充電
器１１６は、例えば、パルス発生器１０２、１０４と通信している場合がある。プロセス
６００は、ブロック６０２を開始することができ、充電器１１６に電力が供給される。い
くつかの実施形態において、充電器１１６への電力の供給は、充電器１１６をオンにした
ときに生じ得る。
【００７０】
　充電器１１６に電力が供給された後、プロセス６００がブロック６０４へと続き、クエ
リーメッセージが伝達される。いくつかの実施形態において、クエリーメッセージは、識
別要求を含む場合があり、クエリーメッセージを受信するいずれかのパルス発生器１０２
、１０４の識別に対する要求を含む場合がある。いくつかの実施形態において、充電器１
１６によってクエリーメッセージが生成され、ネットワークインターフェース４００を介
して、１つ又はいくつかのパルス発生器１０２、１０４に伝達され得る。
【００７１】
　場の特性が送信された後、プロセス６００は決定状態６０６へと続き、クエリーメッセ
ージへの応答が受信されたかどうかが判定される。いくつかの実施形態において、応答は
、図５のブロック５０４からの識別の伝達であり得る。いくつかの実施形態において、こ
の決定は例えば、０．５秒、１秒、２秒、５秒、及び／又は他のいずれかの、若しくは中
間的な長さの時間の後に行われ得る。応答が受信されていないと判定される場合、プロセ
ス６００は、ブロック６１６に進み、エラーが生じ、エラーメッセージがユーザーに提示
される。いくつかの実施形態において、エラーメッセージは、パルス発生器１０２、１０
４が検出されず、エラーメッセージがユーザーに対して表示され得る。
【００７２】
　決定状態６０６に再び戻り、応答が受信されたことが判定されると、プロセス６００が
ブロック６０７に進み、充電器１１６、及び具体的には充電モジュール４０４の機構の同
調周波数を能動的に調節することによって、充電器１１６の充電周波数が同調される。い
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くつかの実施形態において、この同調の結果、充電モジュール４０４の構成要素は、例え
ば、パルス発生器１０２、１０４の充電モジュール３０６の機構の共振周波数と実質的に
等しい周波数で動作する。この同調は、充電モジュール４０４の出力電力を測定し、充電
器１１６のプロセッサへの出力電力を報告することを含み得る。パルス発生器１０２、１
０４の充電モジュール３０６に供給される実際の電力が測定されて、充電器１１６に報告
される。パルス発生器１０２、１０４の充電モジュール３０６に供給される実際の電力、
及び充電器１１６の充電モジュール４０４の出力電力に基づき、充電器１１６は、受電コ
イルに供給される実際の電力が所望のレベルでない場合に、充電モジュール４０４の同調
周波数を調節することができる。これは、充電器がパルス発生器の充電モジュール３０６
に供給される実際の電力が所望のレベルであることが判定されるまで、反復され得る。い
くつかの実施形態において、ブロック６０７の同調は、充電開始前に、充電中のある瞬間
に、及び／又は充電中に連続的に、行うことができる。いくつかの実施形態において、ブ
ロック６０７の同調が、プロセス６００から省略されてもよい。
【００７３】
　プロセス６００は、ブロック６０８に進み、充電場は、第１電力及び／又は強度に設定
される。いくつかの実施形態において、充電場は、低い第１電力、及び／又は強度に設定
され得る。いくつかの実施形態において、低い第１電力、及び／又は強度を使用して、１
つ又はいくつかの他の充電場が、パルス発生器１０２、１０４の充電に影響し得るかどう
かを識別することができる。いくつかの実施形態において、低い第１電力は、最大充電場
強度及び／若しくは電力の０％、最大充電場強度及び／若しくは電力の１％、最大充電場
強度及び／若しくは電力の２％、最大充電場強度及び／若しくは電力の５％、最大充電場
強度及び／若しくは電力の１０％、最大充電場強度及び／若しくは電力の２０％、並びに
／又は他のいずれかの、又は中間的な割合の最大充電場強度及び／又は電力を含み得る。
【００７４】
　充電場が第１強度及び／又は電力に設定された後、プロセス６００はブロック６１０に
進み、充電場強度データが受信される。いくつかの実施形態において、充電場強度データ
は、パルス発生器１０２、１０４における充電場の強度を識別することができる。いくつ
かの実施形態において、充電場強度は、例えば、充電モジュール３０６の構成要素を含む
、パルス発生器１０２、１０４の構成要素により検出することができる。充電場強度デー
タは、充電器１１６のネットワークインターフェース４００を介して、充電器１１６にお
いて受信することができる。
【００７５】
　充電場強度データが受信された後、プロセス６００は、決定状態６１２に進み、充電場
強度データが、検出された充電場が閾値よりも弱いことを示しているかが判定される。い
くつかの実施形態において、この比較は、充電器１１６以外のソースからの電界が、パル
ス発生器１０２、１０４により検出可能であるかどうかを識別することができる。いくつ
かの実施形態において、検出された充電場強度の、充電場閾値との比較がまた、充電器１
１６がパルス発生器１０２、１０４の充電を制御し得る程度、又はパルス発生器１０２、
１０４が充電器１１６の充電範囲内にある度合いに関する指標をもたらすことができる。
いくつかの実施形態において、閾値は、検出される充電強度と対応する値を識別すること
ができ、これは例えば、第１の充電場電力レベルの５０％超、第１充電場電力レベルの７
５％超、第１充電場電力レベルの７５％超、第１充電場電力レベルの９０％超、第１充電
場電力レベルの１００％超、第１充電場電力レベルの１１０％超、第１充電場電力レベル
の１２０％超、第１充電場電力レベルの１５０％超、第１充電場電力レベルの１５０％超
、第１充電場電力レベルの２００％超、第１充電場電力レベルの５００％超、第１充電場
電力レベルの１０００％超、第１充電場電力レベルの１００００％超、及び／又は第１の
充電場電力レベルの他のいずれかの、若しくは中間的な割合であり得る。充電場の検出強
度が、閾値よりも大きいと判定される場合、プロセスは決定状態６１４に進み、追加的な
パルス発生器１０２、１０４が存在するかどうかが判定される。いくつかの実施形態にお
いて、この判定は、クエリーメッセージの後に２つ以上の応答が受信されたかどうかを判
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定することを含み得る。追加的なパルス発生器１０２、１０４が存在することが判定され
ると、プロセス６００はブロック６０８に戻り、上記に概説されるように進む。追加的な
パルス発生器１０２、１０４が存在しないことが判定されると、プロセス６００は、ブロ
ック６１６に進み、そこではエラーが生じ、エラーメッセージがユーザーに提示される。
いくつかの実施形態において、エラーメッセージは、パルス発生器１０２、１０４が検出
されなかったことを示し、エラーメッセージがユーザーに対して表示され得る。
【００７６】
　再び決定状態６１２に戻り、検出された充電場強度及び／又は電力が閾値よりも小さい
ことが判定されると、プロセス６００はブロック６１８に進み、充電場が第２充電電力に
設定される。いくつかの実施形態において、充電場を第２の充電電力、及び／又は強度に
設定することは、充電電力の強度を、第１の非ゼロ強度から第２のより高い強度（この強
度は例えば、最大充電場強度であり得る）に変更することを含む場合があり、いくつかの
実施形態において、第１のゼロ強度から第２のより高い強度（この強度は例えば、最大充
電場強度であり得る）に変更することを含む場合があり得る。いくつかの実施形態におい
て、充電場は、例えば、充電場電力の最大強度の７５％、充電場電力の最大強度の８０％
、充電場電力の最大強度の９０％、充電場電力の最大強度の１００％、及び／又は最大充
電場値の他のいずれかの中間的な割合など、高い第２充電電力に設定することができる。
有利なことに、充電場を第２充電強度、及び／又は電力に設定することは、パルス発生器
１０２、１０４の充電器１１６への近接を判定するために使用され得る。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、充電場を第２電力に設定することは更に、充電場が第２
充電場電力に設定された後に、検出された充電場の電力を識別する充電場強度データを受
信することを含み得る。
【００７８】
　充電場の存在が、第２電力に設定された後、プロセス６００は決定状態６２０に進み、
パルス発生器１０２、１０４により検出される充電場の電力及び／又は強度が、閾値より
高いかが判定される。いくつかの実施形態において、この比較は、所望の速度におけるパ
ルス発生器１０２、１０４の充電を可能にするため、パルス発生器１０２、１０４におい
て十分な量の電界が検出可能であるかを示すことができる。いくつかの実施形態において
、閾値は、例えば、第２充電場電力レベルの６０％、第２充電場電力レベルの７０％、第
２充電場電力レベルの７０％、第２充電場電力レベルの８０％、第２充電場電力レベルの
９０％、第２充電場電力レベルの１００％、第２充電場電力レベルの１１０％、第２充電
場電力レベルの１２０％、第２充電場電力レベルの１５０％、及び／又は第２充電場電力
レベルの他のいずれかの、又は中間的な割合など、第２充電場電力レベルの割合を識別す
ることができる。いくつかの実施形態において、閾値への比較による、充電場の検出され
る強度と、第２の充電場電力レベルの比較は、ブロック６１０において検出される充電場
の強度に基づく、充電場の検出される強度を標準化することを含み得る。いくつかの実施
形態において、この標準化は、充電器１１６以外のソースによる電場により生じ得る、な
んらかのデータスキューを最小化することができる。充電場の検出強度が、閾値よりも小
さいと判定される場合、プロセス６００は、決定状態６１４に進み、上記に概説されたよ
うに進む。
【００７９】
　検出される充電場の強度が、閾値よりも大きいと判定される場合、プロセス６００はブ
ロック６２２へと進み、パルス発生器１０２、１０４が識別される。いくつかの実施形態
において、これは例えば、識別されたパルス発生器のシリアル番号を保存するなど、識別
されたパルス発生器１０２、１０４の識別情報を保存することを含み得る。
【００８０】
　パルス発生器１０２、１０４が識別された後、プロセス６００は、ブロック６２４へと
続き、充電のモニタリングが開始される。いくつかの実施形態において、充電モニタリン
グの開始は、パルス発生器１０２、１０４の充電の開始を含む場合がある。いくつかの実
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施形態において、パルス発生器１０２、１０４の充電の開始は、充電場を第３充電場強度
に設定することを含み得る。いくつかの実施形態において、この第３充電場強度は、パル
ス発生器１０２、１０４と関連する情報に基づいて識別され得、この情報は例えば、エネ
ルギー保存デバイス３０８のエネルギー保存容量、エネルギー保存デバイス３０８の充電
状態、パルス発生器１０２、１０４の最大充電速度、例えば、第１の時点における充電場
の強度、及び／又は第２の時点における充電場の強度を含む、パルス発生器１０２、１０
４により判定される１つ又はいくつかの場の特性などを含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、この情報は、プロセス５００のブロック５０４の一部として、パルス発生器１０
２、１０４から受信され得、この情報は、充電器１１６のデータモジュール４０２から収
集することができる。複数のパルス発生器１０２、１０４が検出されたいくつかの実施形
態において、第３充電場強度は、複数のパルス発生器１０２、１０４の１つ又はいくつか
によって検出可能であるように設定され得、複数のパルス発生器１０２、１０４の１つ又
はいくつかによって検出不可能であるように設定され得る。第３の充電場強度が識別され
た後、いくつかの実施形態において、充電器１１６は、充電開始を示すメッセージを生成
して、パルス発生器１０２、１０４に送信することができる。充電モニタリングの更なる
詳細が、以下の図７に関連して記載される。
【００８１】
　ここで図７を参照し、充電モニタリングのためのプロセス７００の一実施形態を例示す
るフローチャートが図示される。いくつかの実施形態において、充電をモニタリング及び
／又は制御するために、プロセス７００が実行され得る。いくつかの実施形態において、
これによって、充電効率が改善し、及びパルス発生器１０２、１０４の充電により生じる
損傷及び／又は不快感のリスクが低減する。
【００８２】
　プロセス７００が、図６のブロック６２４から続いてブロック７０４へと進み、充電メ
ッセージが受信される。いくつかの実施形態において、充電メッセージは、充電器１１６
により送信される要求に応答して受信され得、いくつかの実施形態において、充電メッセ
ージは、１つ又はいくつかの保存されたプロトコルに従う、パルス発生器１０２、１０４
の動作により受信され得る。いくつかの実施形態において、充電メッセージは、充電の完
了を示す伝達、又は充電強度の調節を要求する伝達の一方又は両方を含む場合がある。い
くつかの実施形態において、図５のブロック５２０及び５２４に関して記載されるように
、これらのメッセージは、充電器１１６がアクションを実行するための命令若しくは要求
、及び／又は例えば、充電の停止及び／若しくは充電場強度の調節などのアクションを実
行するかどうかを決定するために充電器１１６により使用され得るデータの一方又は両方
を含む場合がある。充電メッセージは、充電器１１６のネットワークインターフェース４
００により受信することができる。
【００８３】
　充電メッセージが受信された後、プロセス７００は決定状態７０６へと続き、充電が完
了したかどうかが判定される。いくつかの実施形態において、この判定は、充電メッセー
ジが充電を停止する命令／要求を含んでいたか、及び／又は充電メッセージが充電の完全
性を示すデータを含んでいたかどうかを決定することを含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、充電メッセージにおける、受信されたデータに基づく充電の完全性は、受信され
たデータを、１つ又はいくつかの閾値と、図５のプロセス５００に概説されるのと同じ方
法で比較することによって決定され得る。
【００８４】
　充電が完了していると判定されると、次にプロセス７００はブロック７０８へと続き、
充電場がオフになる。いくつかの実施形態において、これは、例えば、充電されたパルス
発生器の識別、パルス発生器に供給された充電量、パルス発生器１０２、１０４のエネル
ギー保存デバイスの内部抵抗、充電事象の持続時間など、充電の完了に関するデータを保
存することを含み得る。いくつかの実施形態において、この情報は、パルス発生器１０２
、１０４、及び／又はパルス発生器１０２、１０４のエネルギー保存デバイス３０８の耐
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用寿命を推定するために使用され得る。このデータは、充電器１１６のメモリに保存する
、及び／又は臨床医プログラマー１１８及び患者リモートデバイス１２０の一方又は両方
に送信することができる。
【００８５】
　決定状態７０６に再び戻り、充電が完了していないことが判定されると、残りの充電時
間が推定され得る。いくつかの実施形態において、この推定は、例えば、エネルギー保存
デバイス３０８の充電状態などを含む、充電メッセージにおける、１つ又はいくつかのパ
ルス発生器１０２、１０４の充電に関する、以前の収集されたデータに基づくものであり
得る。いくつかの実施形態において、この推定は、充電器１１６によって生成され、及び
／又は充電メッセージの一部としてパルス発生器１０２、１０４から受信され得る。
【００８６】
　充電メッセージが受信された後、プロセス７００は決定状態７１２へと続き、充電場強
度を調節するかどうかが決定される。この決定は、受電メッセージ内の情報を含む、充電
メッセージ、及び／又は推定される残りの充電時間に基づく場合がある。いくつかの実施
形態において、この決定は、充電メッセージが充電場の強度を調節するための命令若しく
は要求を含んでいたかどうかを識別すること、及び／又は充電メッセージに含まれる情報
が、充電メッセージの強度調節の基準と相関するかどうかを判定することを含み得る。い
くつかの実施形態において、充電メッセージに含まれる情報と、受電メッセージの強度の
調節との間の相関は、プロセス５００に関して概説されたステップに従って、及び特にブ
ロック５１６及び決定状態５２２に従って決定され得、このステップは、いくつかの実施
形態において、充電器１１６により実行され得る。
【００８７】
　充電場強度が調節されるべきであると判定されると、プロセス７００はブロック７１４
へと続き、充電場が調節される。いくつかの実施形態において、充電場強度の調節は、調
節、及び／又は調節に関わる状況に関するデータを保存することを含み得る。いくつかの
実施形態において、データは、調節するまでに供給された充電量、調節するまでの充電時
間などを含む場合がある。いくつかの実施形態において、この情報は、パルス発生器１０
２、１０４、及び／又はパルス発生器１０２、１０４のエネルギー保存デバイス３０８の
耐用寿命を推定するために使用され得る。このデータは、充電器１１６のメモリに保存す
る、及び／又は臨床医プログラマー１１８及び患者リモートデバイス１２０の一方又は両
方に送信することができる。
【００８８】
　充電場強度が調節された後、又は決定状態７１２に再び戻って、充電場強度への調節が
必要ないと判定されると、プロセス７００はブロック７１６に進み、所定の時間量が経過
するまで待機する。いくつかの実施形態において、所定の時間は、推定残り充電時間の割
合を含む場合がある。有利なことに、推定残り充電時間の一部だけ待機することにより、
過充電の可能性が低減する。いくつかの実施形態において、所定の時間は、例えば、推定
残り充電時間の２５％、推定残り充電時間の５０％、推定残り充電時間の７５％、推定残
り充電時間の８０％、推定残り充電時間の９０％、推定残り充電時間の９５％、推定残り
充電時間の９８％、推定残り充電時間の９９％、及び／又は残りの充電時間の他のいずれ
かの、又は中間的な割合を含み得る。いくつかの実施形態において、所定の時間量は、完
全に充電した状態の一部である、所定の充電状態に到達するため、パルス発生器１０２、
１０４の推定時間量を決定することによって計算することができる。いくつかの実施形態
において、この割合は、７０％の充電状態、８０％の充電状態、９０％の充電状態、９５
％の充電状態、９８％の充電状態、９９％の充電状態、及び／又は他のいずれかの若しく
は中間的な割合の充電状態であり得る。プロセス７００が所望の時間量だけ待機した後、
プロセス７００は、ブロック７０４に戻り、上記に概説したように進む。
【００８９】
　上記明細書において、本発明のその具体的な実施形態を参照して記載されるが、当業者
は、本発明がこれに限定されないことを認識する。上記の発明のさまざまな特徴及び態様
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は、個別に、又は組み合わせて使用することができる。更に、本発明は、本明細書のより
広範な趣旨及び範囲から逸脱することなく、本明細書において記載されるものを超える、
任意の数の環境及び用途において使用することができる。したがって、本明細書及び図面
は、制限的ではなく、例示的であるものとみなされる。用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎ
ｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、及び「有する」は、本明細書において使用す
るとき、オープンエンドの技術用語として解釈されると特に意図されている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月5日(2016.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線充電システムであって、前記システムは、
　埋込み式パルス発生器であって、前記埋込み式パルス発生器はエネルギー保存デバイス
を含み、前記埋込み式パルス発生器は、（ｉ）第１の時点における、第１の感知された電
界強度、及び（ｉｉ）第２の時点における第２の感知された電界強度に関する情報を送信
するように構成されている、埋込み式パルス発生器と、
　前記送信された、第１及び第２の感知された電界強度に関する情報が、前記第１及び第
２の時点で前記外部充電器により生成される電界の状態に関する情報に対応する際に、前
記埋込み式パルス発生器から送信された情報を受信し、前記エネルギー保存デバイスの充
電を開始するように構成されている、外部充電器とを含む、システム。
【請求項２】
　前記外部充電器は、前記埋込み式パルス発生器から受信した情報に基づいて、前記電界
の強度を変化させるように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記埋込み式パルス発生器から受信した前記情報は、充電状態、分流、及び温度のうち
の１つを識別する、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
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　前記外部充電器は、前記エネルギー保存デバイスの充電中に、前記電界の前記状態を第
３強度に変更するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記外部充電器は、
　前記埋込み式パルス発生器のパラメータ、
　前記第１の時点における、前記第１の感知された電界強度に関する、前記送信された情
報、及び
　前記第２の時点における、前記第２の感知された電界強度に関する、前記送信された情
報のうちの、少なくとも１つに基づいて、前記電界の前記第３強度を判定するように構成
されている、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記埋込み式パルス発生器は、
　温度、及び
　前記エネルギー保存デバイスの充電中の充電状態のうちの、少なくとも１つに関するデ
ータを送信するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記外部充電器は、
　温度閾値を超えたとき、及び
　所望の充電状態に達したとき、のいずれかの場合に充電を終了するように構成されてい
る、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　外部充電器を使用して、埋込み式パルス発生器のエネルギー保存デバイスを充電する方
法であって、前記方法は、
　前記外部充電器において、第１の埋込み式パルス発生器に対応する識別子を無線で受信
する工程と、
　前記外部充電器において、第１の感知された電界強度と対応する、前記第１の埋込み式
パルス発生器からの情報を無線で受信する工程と、
　前記外部充電器において、前記電界の前記強度を変更する工程と、
　前記電界の前記強度を変更した後に、前記外部充電器において、第２の感知された電界
強度と対応する、前記第１の埋込み式パルス発生器からの情報を無線で受信する工程と、
　前記第１及び第２の感知された電界と対応する前記受信された情報に応答して、前記第
１の埋込み式パルス発生器を再充電しないことを判定する工程とを含む、方法。
【請求項９】
　前記第１の感知された電界と対応する前記情報に基づいて、前記第１の埋込み式パルス
発生器を再充電できないことを判定する工程を更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の感知された電界と対応する前記情報が、前記外部充電器以外の前記電界のソ
ースを示す場合、前記第１の埋込み式パルス発生器を再充電できないことが判定される、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の埋込み式パルス発生器における、第１の感知された電界強度、及び前記第２
の埋込み式パルス発生器における、第２の感知された電界強度に基づいて第２の埋込み式
パルス発生器を選択する工程と、
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程と、を更に含む、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程は、前記電界が前記第２の埋込み式パ
ルス発生器によって検出可能であり、前記第１の埋込み式パルス発生器によって検出可能
でないように、前記電界の前記強度を変更する工程を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記第２の感知された電界と対応する前記情報を閾値と比較する工程と、
　前記感知された電界が弱すぎて、前記第１の埋込み式パルス発生器を再充電できないこ
とを判定する工程と、を更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２の埋込み式パルス発生器における、第１の感知された電界強度、及び前記第２
の埋込み式パルス発生器における、第２の感知された電界強度に基づいて第２の埋込み式
パルス発生器を選択する工程と、
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程と、を更に含む、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程は、前記電界が前記第２の埋込み式パ
ルス発生器によって検出可能であり、前記第１の埋込み式パルス発生器によって検出可能
でないように、前記電界の前記強度を変更する工程を含む、請求項１４に記載の方法。
 
 
 
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　更なる領域に本開示が適用できることが、以降に提示される詳細な説明により明らかと
なる。詳細な記載及び特定の実施例は、さまざまな実施形態を示しているが、単に例示目
的であることが意図され、本開示の範囲を必ずしも制限することを意図されない。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　外部充電器を使用して、埋込み式パルス発生器のエネルギー保存デバイスを充電する方
法であって、前記方法は、
　前記外部充電器において、前記埋込み式パルス発生器に対応する識別子を無線で受信す
る工程と、
　前記外部充電器において、第１の感知された電界強度と対応する、前記埋込み式パルス
発生器からの情報を無線で受信する工程と、
　前記外部充電器において、前記電界の前記強度を変更する工程と、
　前記電界の前記強度を変更した後に、前記外部充電器において、第２の感知された電界
強度と対応する、前記埋込み式パルス発生器からの情報を無線で受信する工程と、
　前記第１及び第２の感知された電界に対応する前記受信された情報に応答して、前記外
部充電器を使用して、前記埋込み式パルス発生器の前記エネルギー保存デバイスを充電す
る工程と、を含む、方法。
（項目２）
　前記外部充電器において、前記電界の第１強度を設定する工程を更に含む、項目１に記
載の方法。
（項目３）
　前記外部充電器において設定される、前記電界の前記第１強度がゼロである、項目２に
記載の方法。
（項目４）
　前記埋込み式パルス発生器の前記エネルギー保存デバイスを充電する工程は更に、前記
外部充電器において、前記電界の前記強度を第３強度に変更する工程を更に含む、項目１
に記載の方法。
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（項目５）
　前記電界の前記第３強度を判定する工程を更に含む、項目４に記載の方法。
（項目６）
　前記電界の前記第３強度は、前記埋込み式パルス発生器のパラメータ、第１の感知され
た電界強度と対応する前記外部充電器情報、及び第２の感知される電界強度と対応する外
部充電器情報のうちの、少なくとも１つに基づいて判定される、項目５に記載の方法。
（項目７）
　前記埋込み式パルス発生器の前記パラメータは、
　前記エネルギー保存デバイスの充電状態、
　温度、
　分流、及び
　前記エネルギー保存デバイスの最大充電速度のうちの、１つを識別する、項目６に記載
の方法。
（項目８）
　所望の充電状態が達成されるとき、充電を終了する工程を更に含む、項目５に記載の方
法。
（項目９）
　前記所望の充電状態は、温度及び分流のうちの１つから判定される、項目８に記載の方
法。
（項目１０）
　無線充電システムであって、前記システムは、
　埋込み式パルス発生器であって、前記埋込み式パルス発生器はエネルギー保存デバイス
を含み、前記埋込み式パルス発生器は、（ｉ）第１の時点における、第１の感知された電
界強度、及び（ｉｉ）第２の時点における第２の感知された電界強度に関する情報を送信
するように構成されている、埋込み式パルス発生器と、
　前記送信された、前記第１及び第２の感知された電界強度に関する情報が、前記第１及
び第２の時点で前記外部充電器により生成される電界の前記状態に関する情報に対応する
際に、前記埋込み式パルス発生器から送信された情報を受信し、前記エネルギー保存デバ
イスの充電を開始するように構成された、外部充電器とを含む、システム。
（項目１１）
　前記外部充電器は、前記埋込み式パルス発生器から受信した情報に基づいて、前記電界
強度を変化させるように構成されている、項目１０に記載のシステム。
（項目１２）
　前記埋込み式パルス発生器から受信した前記情報は、充電状態、分流、及び温度の１つ
を識別する、項目１１に記載のシステム。
（項目１３）
　前記外部充電器は、前記エネルギー保存デバイスの充電中に、前記電界の前記状態を第
３強度に変更するように構成されている、項目１０に記載のシステム。
（項目１４）
　前記外部充電器は、
　前記埋込み式パルス発生器のパラメータ、
　前記第１の時点における、前記第１の感知された電界強度に関する、前記送信された情
報、及び
　前記第２の時点における、前記第２の感知された電界強度に関する、前記送信された情
報のうちの、少なくとも１つに基づいて、前記電界の前記第３強度を判定するように構成
されている、項目１３に記載のシステム。
（項目１５）
　前記埋込み式パルス発生器は、
　温度、及び
　前記エネルギー保存デバイスの前記充電中の充電状態のうちの、少なくとも１つに関す
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るデータを送信するように構成されている、項目１０に記載のシステム。
（項目１６）
　前記外部充電器は、
　温度閾値を超えたとき、及び
　所望の充電状態に達したとき、のいずれかの場合に充電を終了するように構成されてい
る、項目１５に記載のシステム。
（項目１７）
　外部充電器を使用して、埋込み式パルス発生器のエネルギー保存デバイスを充電する方
法であって、前記方法は、
　前記外部充電器において、第１の埋込み式パルス発生器に対応する識別子を無線で受信
する工程と、
　前記外部充電器において、第１の感知された電界強度と対応する、前記第１の埋込み式
パルス発生器からの情報を無線で受信する工程と、
　前記外部充電器において、前記電界の前記強度を変更する工程と、
　前記電界の前記強度を変更した後に、前記外部充電器情報において、第２の感知された
電界強度と対応する、前記第１の埋込み式パルス発生器からの情報を無線で受信する工程
と、
　前記第１及び第２の感知された電界に対応する前記受信された情報に応答して、前記第
１の埋込み式パルス発生器を再充電しないことを判定する工程とを含む、方法。
（項目１８）
　前記第１の感知された電界と対応する前記情報に基づいて、前記第１の埋込み式パルス
発生器を再充電できないことを判定する工程を更に含む、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
　前記第１の感知された電界に対応する前記情報が、前記外部充電器以外の前記電界のソ
ースを示す場合、前記第１の埋込み式パルス発生器を再充電できないことが判定される、
項目１８に記載の方法。
（項目２０）
　前記第２の埋込み式パルス発生器における、第１の感知された電界強度、及び前記第２
の埋込み式パルス発生器における第２の感知された電界強度に基づいて第２の埋込み式パ
ルス発生器を選択する工程と、
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程と、を更に含む、項目１９に記載の方
法。
（項目２１）
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程は、前記電界が前記第２の埋込み式パ
ルス発生器によって検出可能であり、前記第１の埋込み式パルス発生器によって検出可能
でないように、前記電界の前記強度を変更する工程を含む、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　前記第２の感知された電界に対応する前記情報を閾値と比較する工程と、
　前記感知された電界が弱すぎて、前記埋込み式パルス発生器を再充電できないことを判
定する工程と、を更に含む、項目１７に記載の方法。
（項目２３）
　前記第２の埋込み式パルス発生器における、第１の感知された電界強度、及び前記第２
の埋込み式パルス発生器における第２の感知された電界強度に基づいて第２の埋込み式パ
ルス発生器を選択する工程と、
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程と、を更に含む、項目２２に記載の方
法。
（項目２４）
　前記第２の埋込み式パルス発生器を充電する工程は、前記電界が前記第２の埋込み式パ
ルス発生器によって検出可能であり、前記第１の埋込み式パルス発生器によって検出可能
でないように、前記電界の前記強度を変更する工程を含む、項目２３に記載の方法。
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