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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又はそれ以上の刺激用導線（１２）に結合された１又はそれ以上の電気端子（５８）
と、
　定められた神経刺激波形にしたがって、パルス形状を有する複数のパルスを含む電気神
経刺激エネルギーを前記１又はそれ以上の電気端子（５８）に出力するように構成され、
前記パルス形状とは、前記複数のパルスの各々の振幅、幅又は継続時間で表されるパルス
の大きさではなく、パルス形状の変化とは、パルス振幅の変化ではなく且つパルス幅又は
継続時間の変化ではない、出力刺激回路（５０）と、
　使用者入力に対応して、互いに依存する前記定められた神経刺激波形のパルス形状及び
少なくとも１つの他のパルスパラメータを修正して、前記１又はそれ以上の電気端子（５
８）に出力される前記電気神経刺激エネルギーの特性を変化させるように構成され、前記
パルス形状の前記修正に対応して、前記パルス形状の修正の前後において、前記パルス形
状が変化したときに前記複数のパルスの各々の領域を一定に保つことによりパルスが実質
的に均一な電荷を維持するように、前記少なくとも１つの他のパルスパラメータを修正す
るように構成された制御回路（７４）と、
を備えることを特徴とする、神経組織へ治療用の電気神経刺激エネルギーを供給するため
の埋め込み型電気神経刺激システム（１０）。
【請求項２】
　組織の１又はそれ以上の電気特性を測定するように構成されたモニター回路（７０）を
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更に含み、前記制御回路（７４）は、測定された１又はそれ以上の電気特性に基づいて、
前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の電気神経
刺激システム（１０）。
【請求項３】
　前記制御回路（７４）は、前記測定された１又はそれ以上の電気特性の変化に対応して
前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする請求項２に記載の電気神経
刺激システム（１０）。
【請求項４】
　前記制御回路（７４）は、複数の異なる形式のパルス形状の１つを選択することにより
、前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の電気神
経刺激システム（１０）。
【請求項５】
　前記異なる形式のパルス形状は、正方形パルスと、指数曲線型パルスとを含むことを特
徴とする請求項４に記載の電気神経刺激システム（１０）。
【請求項６】
　前記異なる形式のパルス形状は、正方形パルス、指数曲線型パルス、対数曲線型パルス
、傾斜型パルス、台形パルス、及びこれらに組み合わせの中の少なくとも２つを含むこと
を特徴とする請求項４に記載の電気神経刺激システム（１０）。
【請求項７】
　前記異なる形式のパルス形状は、減少勾配パルスと増加勾配パルスとを含むことを特徴
とする請求項４に記載の電気神経刺激システム（１０）。
【請求項８】
　前記減少勾配パルスは、減少勾配指数曲線型パルスであり、前記増加勾配パルスは、増
加勾配指数曲線型パルスであることを特徴とする請求項７に記載の電気神経刺激システム
（１０）。
【請求項９】
　前記減少勾配パルスは、減少勾配直線傾斜型パルスであり、前記増加勾配パルスは、増
加勾配直線傾斜型パルスであることを特徴とする請求項７に記載の電気神経刺激システム
（１０）。
【請求項１０】
　前記出力刺激回路（５０）は、複数の異なるアナログ成形回路（６９）を含み、前記制
御回路（７４）は、前記異なるアナログ成形回路（６９）の１つを選択することにより、
前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の電気神経
刺激システム（１０）。
【請求項１１】
　前記制御回路（７４）は、前記出力刺激回路（５０）において、少なくとも１つのアナ
ログ電気部品の特性を調整することにより、前記パルス形状を修正するように構成された
ことを特徴とする請求項１に記載の電気神経刺激システム（１０）。
【請求項１２】
　前記定められた神経刺激波形は、振幅レベル又はサブパルス持続時間の階段状関数で形
成され、前記制御回路（７４）は、前記振幅レベル又はサブパルス持続時間を調整するこ
とにより前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする請求項１に記載の
電気神経刺激システム（１０）。
【請求項１３】
　前記１又はそれ以上の電気端子（５８）に電気的に結合される少なくとも１つの電極（
２６）を支持する刺激用導線（１２）を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の電気
神経刺激システム（１０）。
【請求項１４】
　前記パルス形状を定めるパラメータを記憶することが可能なメモリー（８０）を更に含
むことを特徴とする請求項１に記載の電気神経刺激システム（１０）。
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【請求項１５】
　前記パルス形状を修正するために、外部プログラマー（１６、１８）から指令を無線で
受信することが可能な遠隔測定回路（８６）を更に含むことを特徴とする請求項１に記載
の電気神経刺激システム（１０）。
【請求項１６】
　神経刺激付与器（１４）を形成するために、１又はそれ以上の電気端子（５８）と、出
力刺激回路（５０）と、制御回路（７４）とを収容する箱（４０）を更に含むことを特徴
とする請求項１に記載の電気神経刺激システム（１０）。
【請求項１７】
　前記神経刺激付与器（１４）は埋め込み型であることを特徴とする請求項１６に記載の
電気神経刺激システム（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組織刺激システム、より特定的には、治療効果を最大にするために組織に付
与される刺激を調整するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　埋め込み型神経刺激システムは、広い範囲の疾病及び障害において、治療効果が証明さ
れてきた。ペースメーカー及び埋め込み型除細動器（ＩＣＤ）は、多くの心臓病（例えば
、不整脈）の治療に、高い効果を有することが示されてきた。脊髄刺激（ＳＣＳ）システ
ムは、慢性病症候群の治療のための治療方針として受け入れられてきており、組織刺激の
用途は、狭心症及び失禁などの別の用途に拡大され始めている。脳深部電気刺激療法（Ｄ
ＢＳ）も又、難治のパーキンソン病の治療に１０年以上にわたって治療法として施されて
おり、最近では、真性震顫及び癲癇など、別の領域において使用されてきた。更に、最近
の研究においては、抹消神経刺激（ＰＮＳ）システムは、慢性病症候群及び失禁の治療に
効果があることが示されており、多くの別の用途が、近年研究されている。更に、Ｎｅｕ
ｒｏＣｏｎｔｒｏｌ（オハイオ州クリーブランド）によるフリーハンドシステムなどの機
能性電気刺激（ＦＥＳ）システムが、脊髄損傷患者の四肢麻痺に対する機能回復のために
施されてきた。
【０００３】
　これらの埋め込み型神経刺激システムの各々は、典型的には、望まれる刺激部位に埋め
込まれる、１又はそれ以上の電極をもった刺激用導線と、刺激部位から離れた位置に埋め
込まれ、引き出し用導線を介して刺激用導線と直接的又は間接的に結合された、神経刺激
付与器とを含む。この場合、電気パルスが神経刺激付与器から刺激電極に供給され、刺激
パラメータの設定値にしたがって、たくさんの組織を刺激又は活性化し、患者に望まれる
有効な治療を施す。典型的な刺激パラメータ設定値は、与えられた時間で刺激電流のソー
ス（陽極）又はリターン（陰極）となる電極、並びに振幅、持続時間、及び刺激パルスの
パルス率を含むことができる。現在の神経刺激システムにより出される電気パルスの形状
は、正方形であることが理想的であるが、非線形電気特性を有する受動回路部品と生体組
織の両方により成形されたものとなることが多い。神経刺激システムは、神経刺激付与器
に遠隔的に指令して、選択された刺激パラメータにしたがって電気刺激パルスを発生する
手持ち式患者プログラマーを更に含むことができる。遠隔操作（ＲＣ）形態の手持ち式プ
ログラマーは、これ自体、例えば臨床医のプログラマー（ＣＰ）を使用して、臨床医によ
りプログラムすることができ、この臨床医のプログラマー（ＣＰ）は、典型的には、プロ
グラム用ソフトウエアパッケージがインストールされた、ラップトップなどの汎用コンピ
ューターとすることができる。
【０００４】
　典型的には、問題となる神経刺激用途に対する治療効果は、刺激パラメータを調整する
ことにより最適化することができる。これらの治療効果は、刺激される多くの組織を刺激
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する神経線維の直径に相関することが多い。例えば、ＳＣＳにおいては、直径の大きい感
覚線維を活性化（すなわち、回復）すると、脊髄の後角における介在神経の相互作用を介
して直径の小さい痛む線維の伝送が行われるのを減少させ／妨げると考えられる。大きい
感覚線維が活性すると、患者が感じる痛みの信号に代わる代替的感覚として特徴付けるこ
とができる感覚を形成するようになり、この感覚は、感覚異常として知られている。した
がって、直径の大きい神経線維が、ＳＣＳの主な目的であると考えられてきた。しかしな
がら、直径の大きい神経線維を過度に刺激することは、望まれない領域に、他の不快で、
強い感覚を引き起こし、副作用を発生することもあるので、ＳＣＳの場合は治療範囲が限
定される。したがって、大きさに基づく神経線維回復の制御は、ＳＣＳの治療効果を最大
にするために非常に重要である。一時的同期（単一パルスで同時に神経線維を回復する）
だけでなく、非同期（単一パルスで異なる時間に神経線維を回復する）で異なる大きさの
神経線維を回復させる指令の制御は、ＳＣＳの治療効果を最大にすることができると考え
られる。
【０００５】
　このように、制御可能な方法で異なる直径の繊維を選択して活性化する神経刺激システ
ムは、ＳＣＳなどの神経刺激付与の望ましい治療効果を「調和させる」ために有効なもの
である。制御された方法で異なる大きさの神経線維を回復する能力に関係なく、刺激の治
療効果を更に最大に活用するように調整することができる、更なる刺激パラメータを付与
することが有効である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６，８９５，２８０号公報
【特許文献２】米国特許第６，５１６，２２７号公報
【特許文献３】米国特許第６，９９３，３８４号公報
【特許文献４】米国特許第７，３１７，９４８号公報
【特許文献５】米国特許出願公開番号２００７／００３８２５０
【特許文献６】米国特許公開番号２００３／０１３９７８１
【特許文献７】米国特許公開番号２００５－０２６７５４６
【特許文献８】米国特許第６，３９３，３２５号公報
【特許文献９】米国特許第６，９０９，９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の第一態様によると、患者に治療を施す方法が提供される。該方法は、１又はそ
れ以上の電極を患者の組織（例えば脊髄組織）の近くに設置し、定められた波形にしたが
って、電極から組織に電気刺激エネルギーを供給し、形成された波形のパルス形状を修正
し、これにより電極から組織に供給される電気刺激エネルギーの特性を変化させることを
含む。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一方法においては、パルス形状は、複数の異なるパルス形状の形式（例えば、正方形パ
ルス、指数曲線型パルス、対数曲線型パルス、傾斜型パルス、台形パルス、又はこれらの
組み合わせ）の１つを選択することにより修正される。異なるパルスの形式は、例えば、
減少勾配指数曲線型パルス又は減少勾配直線傾斜型パルスなどの減少勾配パルス、及び増
加勾配指数曲線型パルス又は増加勾配直線傾斜型パルスなどの増加勾配パルスを含むこと
ができる。別の方法においては、パルス形状は、パルス形状の時定数を調整することによ
り修正される。
【０００９】
　定められた波形のパルス形状及び他のパルスパラメータ（例えば、パルス振幅、パルス
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持続時間、及びパルス率）は、互いに独立に、又は互いに依存した形で修正することがで
きる。後者の場合には、パルス形状の修正に対応して他のパルスパラメータの少なくとも
１つを修正して、電気刺激エネルギーの実質的に均一な電荷を維持する、という効果を得
ることができる。任意の方法では、組織の１又はそれ以上の電気特性（例えば、インピー
ダンス）を測定することが含まれ、この場合、パルス形状は、測定された電気特性に基づ
いて修正される。一実施例として、パルス形状は、測定された電気特性の変化に対応して
修正することができる。
【００１０】
　本発明の第二の態様によると、神経刺激システムが提供される。神経刺激システムは、
１又はそれ以上の刺激用導線と結合するように構成された１又はそれ以上の電気端子、定
められた波形にしたがって電気端子に電気刺激エネルギーを出力することが可能な出力刺
激回路、及び定められた波形のパルス形状を修正して、これにより電気端子に出力される
電気刺激エネルギーの特性を変化させるように構成された制御回路を含む。一実施形態に
おいては、この制御回路は、複数の異なるパルス形状の形式の１つ、例えば、上記した異
なる形式のパルス形状のいずれかを選択することにより、パルス形状を修正するように構
成される。別の実施形態においては、制御回路は、パルス形状の時定数を調整することに
より、パルス形状を修正するように構成される。
【００１１】
　制御回路は、定められた波形のパルス形状及び他のパルスパラメータを、互いに独立に
、又は互いに依存した形で修正するように構成することができる。後者の場合には、制御
回路は、パルス形状の修正に対応して、他のパラメータの少なくとも１つを修正して、電
気刺激エネルギーの実質的に均一な電荷を維持するように構成することができる。任意の
実施形態においては、神経刺激システムは、組織の１又はそれ以上の電気特性（例えば、
インピーダンス）を測定するように形成されるモニター回路を更に含み、該制御回路は、
測定された電気特性に基づいてパルス形状を修正するように構成される。例えば、制御回
路は、測定された１又はそれ以上の電気特性における変化に対応して、パルス形状を修正
するように構成することができる。
【００１２】
　定められた波形のパルス形状は、種々異なる手法のいずれか１つ又はそれ以上で修正す
ることができる。例えば、出力刺激回路は、複数の異なるアナログ成形回路から構成する
ことができ、この場合には、制御回路は、異なるアナログ成形回路の１つを選択すること
によりパルス形状を修正するように構成することができる。制御回路は又、出力刺激回路
において少なくとも１つのアナログ電気部品の特性を調整することにより、パルス形状を
修正するように構成することもできる。一実施形態においては、パルス状波形は、振幅レ
ベルの階段状機能又はサブパルス持続時間により形成され、この場合には、制御回路は、
振幅レベル又はサブパルス持続時間を調整することによりパルス形状を修正するように構
成することができる。
【００１３】
　一実施形態においては、神経刺激システムは、電気端子に電気的に結合される少なくと
も１つの電極をもった刺激用導線を更に含む。別の実施形態においては、神経刺激システ
ムは、パルス形状を定めるパラメータを記憶することが可能なメモリーを更に含む。更に
別の実施形態においては、神経刺激システムは、パルス形状を修正するために、外部プロ
グラマーからの指令を無線で受信することが可能な遠隔測定回路を含む。更に別の実施形
態においては、神経刺激システムは、電気端子、出力刺激回路、及び制御回路を収容して
神経刺激付与器（例えば、埋め込み型神経刺激付与器）を形成するケースを含む。
【００１４】
　本発明の第三の態様によると、神経刺激付与器のプログラマーが提供される。プログラ
マーは、使用者からの入力を受信することが可能な使用者インターフェース、使用者の入
力に対応して複数の異なるパルス形状を定める複数の刺激パラメータ設定値を発生するよ
うに構成されたプロセッサー、及び複数の刺激パラメータ設定値を神経刺激付与器に伝送
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するように構成された出力回路を含む。一実施形態においては、複数の異なるパルス形状
は、複数の異なる形式のパルス形状、例えば、上記した異なる形式のパルス形状のいずれ
かを含む。別の実施形態においては、複数の異なるパルス形状は、異なる時定数を有する
が、同じ形式（例えば、指数曲線型減衰パルス振幅）である複数のパルス形状を含む。
【００１５】
　プロセッサーは、各々の刺激パラメータ設定値において、互いに独立して、又は互いに
依存した形で、パルス形状及び他のパルスパラメータを定めるように構成することができ
る。後者の場合には、プロセッサーは、パルス形状の設定に対応して他のパルスパラメー
タの少なくとも１つを定めるように構成され、それぞれの刺激パラメータ設定値間で、実
質的に均一な電荷を維持することができる。一実施形態においては、複数の異なるパルス
形状は、例えば測定された電気特性の変化に対応してパルス形状を定めることにより、組
織の１又はそれ以上の測定された電気特性（例えば、インピーダンス）に基づいて定めら
れる。別の実施形態においては、プログラマーは、作動装置を含む使用者インターフェー
スを含むことができ、この場合には、該プロセッサーは、作動装置の作動に対応して、複
数の刺激パラメータ設定値（例えば、異なるパルス形状）を発生するように構成すること
ができる。更に別の実施形態においては、出力回路は、複数の刺激パラメータ設定値を神
経刺激付与器に無線で伝送することが可能な遠隔測定回路である。
【００１６】
　本発明の他の及び更なる態様及び特徴は、好ましい実施形態の以下の詳細な説明を読む
ことにより明らかになるが、これは本発明についての説明を意図したものであり、限定す
るものではない。
【００１７】
　図面は、本発明の好ましい実施形態の意図及び有用性を示すもので、類似した要素は、
共通の参照番号により表される。本発明の上記及び他の利点及び目的がどのようにして得
られたかを更に認識できるようにするために、簡単に上記した本発明について、添付図面
に示す特定の実施形態を参照して一層具体的に説明する。これらの図面は、本発明の典型
的実施形態のみを示したものであり、その範囲を限定するものとみなされるものではない
という理解のもとで、添付図面を使用して、付加的特定事項及び詳細を示し、本発明を説
明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明により配列された脊髄刺激（ＳＣＳ）システムの一実施形態の平面図であ
る。
【図２】図１のＳＣＳシステムで使用される埋め込み型パルス発生器（ＩＰＧ）の側面図
である。
【図３Ａ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｂ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｃ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｄ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｅ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｆ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｇ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｈ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である



(7) JP 5930473 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

。
【図３Ｉ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｊ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｋ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図３Ｌ】図１のシステムにより発生することができる様々な刺激パルス形状の図である
。
【図４Ａ】正方形パルス、減少勾配指数曲線型パルス、及び増加勾配指数曲線型パルスに
対応する、時間と共に回復する直径８．７μｍの神経線維の数の棒グラフである。
【図４Ｂ】正方形パルス、減少勾配指数曲線型パルス、及び増加勾配指数曲線型パルスに
対応する、時間と共に回復する直径８．７μｍの神経線維の数の棒グラフである。
【図４Ｃ】正方形パルス、減少勾配指数曲線型パルス、及び増加勾配指数曲線型パルスに
対応する、時間と共に回復する直径８．７μｍの神経線維の数の棒グラフである。
【図５Ａ】正方形パルス、減少勾配指数曲線型パルス、及び増加勾配指数曲線型パルスに
対応する、時間と共に回復する直径１１．５μｍの神経線維の数の棒グラフである。
【図５Ｂ】正方形パルス、減少勾配指数曲線型パルス、及び増加勾配指数曲線型パルスに
対応する、時間と共に回復する直径１１．５μｍの神経線維の数の棒グラフである。
【図５Ｃ】正方形パルス、減少勾配指数曲線型パルス、及び増加勾配指数曲線型パルスに
対応する、時間と共に回復する直径１１．５μｍの神経線維の数の棒グラフである。
【図６】正方形パルス、減少勾配指数曲線型パルス、及び増加勾配指数曲線型パルスの付
与に対応する、直径８．７μｍの神経線維の総数対直径１１．５μｍの神経線維の総数の
時間による回復比の図である。
【図７】図１のシステムにより発生することができる刺激パルスの図であり、ここで刺激
パルスは、特定的に負に分極された部分と正に分極された部分を有するように示されてい
る。
【図８】図１のシステムにより発生することができる異なるパルス形状タイプのパルス列
の図である。
【図９】図１のシステムにより、単一の電極群に対して発生することができる刺激パルス
の図である。
【図１０】図１のシステムにより、電極に対して独立して発生することができる異なる刺
激パルスの図である。
【図１１】システムにより、単一の電極群に対して発生することができる刺激パルス及び
再電荷パルスの図である。
【図１２】図２のＩＰＧの内部部品のブロック図である。
【図１３Ａ】階段状振幅レベルを使用して発生する減少勾配指数曲線型パルス及び増加勾
配指数曲線型パルスの図である。
【図１３Ｂ】階段状振幅レベルを使用して発生する減少勾配指数曲線型パルス及び増加勾
配指数曲線型パルスの図である。
【図１３Ｃ】種々異なる持続時間のサブパルスを使用して発生する増加勾配指数曲線型パ
ルスの図である。
【図１４】異なるパルス形状を発生するために使用される、図１２のＩＰＧで使用される
出力刺激回路の一部のブロック図である。
【図１５】正方形パルスが増加勾配指数曲線型パルスに変化するのを示した図である。
【図１６】組織電極インターフェースで形成することができる例示的等価回路である。
【図１７】図２の神経刺激システムにおいて使用することができる手持ち式リモートコン
トロール（ＲＣ）の平面図である。
【図１８】パルス形状タイプを選択するために、使用者に手段を提供するための図１７の
ＲＣにより発生されるディスプレイスクリーンの平面図である。
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【図１９】図２のＩＰＧにより発生される電流パルス形状を表す、図１７のＲＦにより発
生されるディスプレイスクリーンの平面図である。
【図２０】図１７のＲＣの内部部品のブロック図である。
【図２１】患者に使用する場合の図１のＳＣＳシステムの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に続く説明は、脊髄刺激（ＳＣＳ）システムに関する。しかしながら、本発明自体
は、ＳＣＳにおける用途に好適なものであるが、最も広い態様においては、本発明はそれ
に限定されるものではないことが理解されるべきである。むしろ本発明は、組織を刺激す
るために使用されるあらゆる型の埋め込み型電気回路に使用することができる。例えば、
本発明は、ペースメーカー、除細動器、蝸牛刺激付与器、網膜刺激付与器、調和した四肢
運動を行うために形成される刺激付与器、皮質刺激付与器、脳深部刺激付与器、末梢神経
刺激付与器、マイクロ刺激付与器、又は尿失禁、睡眠時無呼吸、不全脱臼、頭痛などに対
処するように構成される、あらゆる他の神経刺激付与器の部分として使用することができ
る。
【００２０】
　最初に図１を参照すると、例示的ＳＣＳシステム１０は、一般的には１又はそれ以上の
（この場合は、２つ）埋め込み型刺激用導線１２、埋め込み型パルス発生器（ＩＰＧ）１
４、外部遠隔制御器ＲＣ１６、臨床医プログラマー（ＣＰ）１８、外部トライアル刺激付
与器（ＥＴＳ）２０、及び外部充電器２２を含む。
【００２１】
　ＩＰＧ１４は、１又はそれ以上の経皮引き出し用導線２４を介して刺激用導線１２に物
理的に接続されており、この刺激用導線１２は、列状に配列された複数の電極２６を有す
る。図示した実施形態においては、刺激用導線１２は経皮導線であり、その端部に、電極
２６が刺激用導線１２に沿って直列に配列される。代替的実施形態においては、電極２６
は、単一パドル導線上に二次元パターンで配列することができる。更なる詳細を以下に示
すように、ＩＰＧ１４は、刺激パラメータの設定値にしたがって、パルス状電気波形（す
なわち、電気パルスの一時的系列）の形態で電気刺激エネルギーを電極列２６に供給する
パルス発生回路を含む。
【００２２】
　ＥＴＳ２０は、経皮引き出し用導線２８及び外部ケーブル３０を介して、刺激用導線１
２に物理的に接続することができる。ＩＰＧ１４と類似したパルス発生回路を有するＥＴ
Ｓ２０は、刺激パラメータの設定値にしたがって、パルス状電気波形の形態で電気刺激エ
ネルギーを電極列２６に供給する。ＥＴＳ２０とＩＰＧ１４との主な違いは、ＥＴＳ２０
は、トライアルを基準に使用される非埋め込み型装置であり、刺激用導線１２が埋め込ま
れた後、ＩＰＧ１４の埋め込みの前に、付与される刺激の反応をテストする。例示的ＥＴ
Ｓの更なる詳細は、米国特許第６，８９５，２８０号に記載されている。
【００２３】
　ＲＣ１６は、二方向ＲＦ通信リンク３２を介して、ＥＴＳ２０を遠隔測定により制御す
るように使用することができる。ＩＰＧ１４及び刺激用導線１２が埋め込まれると、ＲＣ
１６は、二方向ＲＦ通信リンク３４を介して、ＩＰＧ１４を遠隔測定により制御するよう
に使用することができる。このような制御は、ＩＰＧのスイッチをオン・オフし、更に異
なる刺激パラメータ設定値でプログラムさせることができる。ＩＰＧ１４は、プログラム
された刺激パラメータを修正するように作動させて、該ＩＰＧ１４による電気刺激エネル
ギー出力の特性を能動的に制御することができる。ＣＰ１８は、作業部屋及び後続のセッ
ションにおいて、ＩＰＧ１４及びＥＴＳ２０をプログラムするために詳細な刺激パラメー
タを臨床医に提供する。ＣＰ１８は、ＩＲ通信リンク３６を介して、ＲＣ１６を通じてＩ
ＰＧ１４又はＥＴＳ２０と間接的に通信することにより、この機能を実行することができ
る。代替的には、ＣＰ１８は、ＲＦ通信リンク（図示されず）を介して、ＩＰＧ１４又は
ＥＴＳ２０と直接通信することができる。外部充電器２２は、誘導リンク３８を介して、
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ＩＰＧ１４を経皮により充電するために使用される運搬可能な装置である。簡潔にするた
めに、外部充電器２２の詳細は、ここには示されない。外部充電器の例示的実施形態の詳
細は、米国特許第６，８９５，２８０号に記載されている。ＩＰＧ１４がプログラムされ
、その電源が外部充電器２２から充電されるか、或いは補充されると、ＩＰＧ１４は、存
在するＲＣ１６又はＣＰ１８なしでプログラムされるように機能することができる。
【００２４】
　図２を参照すると、刺激用導線１２及びＩＰＧ１４の外部特性が簡潔に示されている。
刺激用導線１２の１つは８個の電極２６（Ｅ１－Ｅ８とラベルを付されている）を有し、
他方の刺激用導線１２は８個の電極２６（Ｅ９－Ｅ１６とラベルを付されている）を有す
る。導線及び電極の実際の数及び形状は、もちろん意図される用途によって変えることが
できる。ＩＰＧ１４は、電子機器及び他の部品（以下に更なる詳細を示している）を収容
する外側ケース４０、及びコネクタ４２を含み、該コネクタ４２には、刺激用導線１２の
末端部が嵌合して、外側ケース４０内で電極２６を電子機器に電気的に結合する。外側ケ
ース４０は、チタニウムなどの導電性で、生物学的適合性を有する材料から成り、気密状
態で密封された室を形成して、内部電子機器を身体組織及び流体から保護する。幾つかの
場合においては、外側ケース４０は、電極として機能することができる。
【００２５】
　以下に更に詳細に説明するように、ＩＰＧ１４は、刺激パラメータ設定値に応じて、パ
ルス状電気波形の形態で、電気刺激エネルギーを電極列２６に供給するパルス発生回路を
含む。このような刺激パラメータは、作動時に陽極（正）、陰極（負）となり、オフ切換
え（ゼロ）することができる電極を定める電極組み合わせを備えることができ、この電極
組み合わせは、更に、電気パルスパラメータを定めるものとすることができ、この電気パ
ルスパラメータは、パルス振幅（ＩＰＧ１４が、電極列２６に一定の電流或いは一定の電
圧のいずれを供給するかに応じて、ミリアンプ又はボルトで測定される）、パルス持続時
間（マイクロ秒で測定される）、及びパルス率（毎秒当たりのパルスで測定される）、並
びに、以下に更に詳細に説明するパルス形状を定めることができる。
【００２６】
　電気刺激は、２（又はそれ以上）の作動状態の電極の間で起こるものであり、それら電
極の１つは、ＩＰＧケースとすることができる。刺激エネルギーは、単一極性又は多極性
（例えば、ニ極性、三極性など）の形態で組織に伝送することができる。単一極性刺激は
、導線電極２６の選択された１つが、ＩＰＧ１４のケースと共に作動される時に起こり、
刺激エネルギーは、選択された電極２６とケースとの間を伝送される。二極性刺激は、２
つの導線電極２６が、陽極及び陰極として作動する時に起こり、刺激エネルギーは、選択
された電極２６の間を伝送される。例えば、第一導線１２の電極Ｅ３が陽極として作動し
、同時に第二導線１２の電極Ｅ１１が陰極として作動する。三極性刺激は、３つの導線電
極２６が作動し、そのうちの２つが陽極、残りの１つが陰極として、又は２つが陰極、残
りの１つが陽極として作動する時に起きる。例えば、第一導線１２の電極Ｅ４及びＥ５が
陽極として作動し、同時に第二導線１２の電極Ｅ１２が陰極として作動する場合である。
【００２７】
　本発明にとって重要なことは、刺激パラメータ、特に電気パルスパラメータが、パルス
形状（パルス振幅及びパルス幅又は持続時間を含むパルス大きさとは異なり）を更に含む
ことである。パルス形状は、パルス形状の形式により定めることができる。図３Ａ－３Ｉ
は、ＩＰＧ１４により発生させることができる異なる例示的パルス形状の形式を示してい
る。例えば、パルス状波形は、正方形パルス（図３Ａ）、減少勾配指数曲線型パルス（図
３Ｂ）、増加勾配指数曲線型パルス（図３Ｃ）、減少勾配対数曲線型パルス（図３Ｄ）、
増加勾配対数曲線型パルス（図３Ｅ）、減少勾配傾斜型パルス（図３Ｆ）、増加勾配傾斜
型パルス（図３Ｇ）、台形波形（図３Ｈ）、正弦曲線波形（図３Ｉ）、又は例えば、増加
勾配指数曲線型／正方形パルス（図３Ｊ）のような前述したもののいずれかの組み合わせ
とすることができる。パルス形状は、同じ形式のパルス形状の中の勾配特性により定める
ことができる。図３Ｋ及び３Ｌは、同じ形式のパルス形状に対して異なる勾配変化、特に
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減少勾配指数曲線型パルスに対する異なる時定数ｔ１－ｔ３（図３Ｋ）、及び増加勾配指
数曲線型パルスに対する異なる時定数ｔ１－ｔ３（図３Ｌ）を示している。このように、
パルスの形状は、パルス形式を修正するか又はパルスの勾配特性を修正することにより変
化させることができる。（これは単に、パルスの振幅又は持続時間を変化させることによ
るものではない。）
【００２８】
　パルス形状と組織に対する臨床効果との間の関係はよく知られていないが、異なるパル
ス形状が、異なる大きさの神経線維に対し異なる神経回復指令を生じ、神経線維の作動の
潜在的開始（すなわち回復）に対して異なる一時的同期を生じさせ、これにより電気刺激
エネルギーの治療効果を制御するようになることが発見された。例えば、従来の神経線維
の典型的技術を使用することにより、付与された電気パルスの形状に応じて、直径が８．
７μｍの神経線維と直径が１１．５μｍの神経線維とでは、一次的回復反応が異なること
が発見された。
【００２９】
　特に、図４Ａ－４Ｃのそれぞれは、正方形パルス（図４Ａ）、減少勾配指数曲線型パル
ス（図４Ｂ）、及び増加勾配指数曲線型パルス（図４Ｃ）に対応する、時間と共に回復す
る直径８．７μｍの神経線維の棒状グラフであり、図５Ａ－５Ｃのそれぞれは、同じ正方
形パルス（図５Ａ）、減少勾配指数曲線型パルス（図５Ｂ）、及び増加勾配指数曲線型パ
ルス（図５Ｃ）に対応する、時間と共に回復する直径１１．５μｍの神経線維の棒状グラ
フを示している。
【００３０】
　図４Ａ及び図５Ａから推測すると、正方形パルスの場合には、比較的多くの数の大きい
神経線維がパルスの初期に回復するが、その数は時間と共に次第に減少し、実質的に均一
の数の小さい神経線維がパルスの持続時間にわたって回復する。図４Ｂ及び図５Ｂから推
測すると、減少勾配指数曲線型パルスの場合には、比較的多くの数の大きい神経線維と小
さい神経線維の両方がパルスの初期に回復するが、その数は時間と共に次第に減少する。
図４Ｃ及び図５Ｃから推測すると、増加勾配指数曲線型パルスは、比較的小さい数の大き
い神経線維と小さい神経線維の両方がパルスの初期に回復するが、その数は時間と共に次
第に増加する。
【００３１】
　図６は、正方形パルス、減少勾配指数曲線型パルス、及び増加勾配指数曲線型パルスの
付与に対応して、時間と共に、直径８．７μｍの神経線維総数対直径１１．５μｍの神経
線維総数の回復比を示している。図６におけるデータの直線的適合に基づけば、この回復
比は、正方形パルスに対しては時間と共に比較的均一であり、減少勾配指数曲線型パルス
に対しては時間と共に回復比は増加し、増加勾配指数曲線型パルスに対しては時間と共に
回復比は減少する。このように、大きい神経線維及び小さい神経線維の時間による指令回
復は、パルス形状によるものであり、これによってパルス振幅、パルス率、及びパルス持
続時間の修正に加えて、ＩＰＧ１４による刺激エネルギー出力を最大に活用する別の手段
を提供することが、これらのことから明らかである。
【００３２】
　上記したパルス形状の形式は、単一極性（この場合は、正）を有するものとして説明さ
れているが、パルス形状の形式は、一極性より多い極性を有するものとすることができる
ことに留意するべきである。例えば、図７は、負に分極された部分ｎ、その後、正に分極
された部分ｐを有するパルス、具体的には増加勾配対数曲線型パルスを示している。一極
性から次の極性に遷移するパルスは、線維形式の識別を改善できると考えられる。更に、
上記した一連のパルス（すなわち、パルス列）は、均一なパルス形式を有するものとして
説明されているが、単一パルス列は種々異なるパルス形式を有するものとすることができ
る。例えば、図８は、正方形パルス、その後に増加勾配傾斜型パルス、その後に減少勾配
傾斜型パルスを有するパルス列を示している。ＳＣＳにおいては、単一電極組み合わせを
有する多パルス形式の列を使用すると、異なる神経集団を興奮させることにより、感覚異
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常の範囲が広がる可能性があると考えられる。
【００３３】
　単一のパルス形式は、電極の群によって発生することができることが認識されるべきで
ある。例えば、図９に示されているように、電極Ｅ１及びＥ２を陽極とし、電極Ｅ３を陰
極として有する電極組み合わせＥ１－Ｅ３の場合は、単一増加勾配陽極傾斜型パルスを電
極Ｅ１及びＥ２上に群として発生させることができる。電極Ｅ１－Ｅ３を通って流れる電
流の総計は、ゼロ（保存電流に基づいて）でなければならないので、大きい減少勾配陰極
傾斜型パルス（電極Ｅ１とＥ２で発生する電流と等しい量）が電極Ｅ３に発生する。異な
る形式のパルス形状は、単一群に構成された電極に対して、独立に発生させることができ
ることも認識するべきである。例えば、図１０に示されるように、増加勾配陽極傾斜型パ
ルスが電極Ｅ１に発生し、同時に減少勾配陽極傾斜型パルスが電極Ｅ２に発生するように
することができる。電極Ｅ１－Ｅ３の電極全体を通って流れる電流の総計はゼロでなけれ
ばならないので、陰極正方形パルスが電極Ｅ３に発生する。
【００３４】
　パルス形状は、刺激パルス（すなわち、実際の刺激を実行するパルス）として使用され
るときに修正することができるが、パルス形状は又、再荷電パルス（すなわち、組織を通
して直流電荷が移動することを防止して電極の劣化及び細胞損傷を避けるために刺激パル
スの後に行われる荷電）として使用される時にも修正することができる。すなわち、電荷
は、刺激期間中に電極において電流により電極・組織間インターフェースを通して伝えら
れ、再荷電期間中に同じ電極において反対に分極された電流により電極・組織間インター
フェースを引き戻される。例えば、図９に示されているように、刺激期間中に電極Ｅ１－
Ｅ３に電流が供給されると、図１１に示されているように、電極Ｅ１－Ｅ３に再荷電パル
スが発生することになる。再荷電パルスの形状は、刺激パルスと同じ方法で修正すること
ができる。ＳＣＳの内容においては、再荷電パルスの形状の修正は、刺激パルスの形状修
正が生成するのと同じ形で、感覚異常の差を生成すると考えられる。
【００３５】
　ここで、図１２を参照して、ＩＰＧ１４の１つの例示的実施形態を説明する。ＩＰＧ１
４は、特定のパルス振幅、パルス率、パルス幅、及びデータバス５４の制御ロジック５２
によって制御されるパルス形状を有する定められたパルス状波形にしたがって、電気刺激
エネルギーを発生するように形成された刺激出力回路５０を含む。電気波形のパルス率及
びパルス幅の制御は、適当な解像度、例えば１０μｓを有するものとすることができるタ
イマーロジック回路５６により促進される。刺激出力回路５０により発生する刺激エネル
ギーは、蓄電器Ｃ１－Ｃ１６を介して電極Ｅ１－Ｅ１６に対応する電気端子５８に与えら
れる出力である。
【００３６】
　図示した実施形態においては、刺激出力回路５０は、特定の周知の電流量で、刺激エネ
ルギーを電気端子５８に供給することが可能な複数の独立したｍ対の電源６０を含む。各
々の対６０の１つの電源６２は正（＋）すなわち陽極電源として機能し、各々の対６０の
他方の電源６４は、負（－）すなわち陰極電源として機能する。各々の対６０の陽極電源
６２及び陰極電源６４の出力は、共通のノード６６に結合される。この刺激出力回路５０
は、低インピーダンス切り替え用マトリックス６８を含み、これを通して各々の電源対６
０の共通ノード６６が、蓄電器Ｃ１－Ｃ１６を介していずれかの電気端子５８に結合され
る。
【００３７】
　したがって、例えば、＋４ｍＡのピーク振幅（特定の率、及び特定の持続期間で）を有
するパルスを形成するように第一陽極電源６２（＋Ｉ１）をプログラムし、－４ｍＡのピ
ーク振幅（同じ率及びパルス幅）を有するパルスを同様に形成するように第二陰極電源６
４（－Ｉ２）を同期的にプログラムし、次に陽極電源６２（＋Ｉ１）のノード８６を電極
Ｅ３に対応する電気端子５８に結合し、更に陰極電源６４（－Ｉ２）のノード６６を電極
Ｅ１に対応する電気端子５８に結合することが可能である。
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【００３８】
　プログラム可能な電気端子５８の各々は、正極（ソース電流）、負極（シンク電流）を
有するか、又は極なし（電流がない）とするようにプログラムすることができることがわ
かる。更に、所定の電気端子５８からのソース又はシンクとなる電流パルスの振幅は、区
分された幾つかのレベルの１つにプログラムすることができる。一実施形態においては、
各々の電気端子５８を流れる電流は、ＩＰＧ１４の必要とされる出力電圧／電流の範囲内
で、０から±１０ｍＡまで１００μＡごとの段階で個々に設定することができる。更に、
一実施形態においては、一群の電気端子５８による総電流出力は、±２０ｍＡまで（群に
含まれる電極間に供給される）とすることができる。更に、電気端子５８の各々は、多極
性モードで作動することができ、例えば２つ又はそれ以上の電気端子が、同時に電流をソ
ース／シンクするために群となることがわかる。代替的には、電気端子５８の各々は、単
一極性モードで作動することができ、この場合には、例えば電気端子５８は陰極（負）と
して形成され、ＩＰＧ１４のケースは陽極（正）として形成される。
【００３９】
　電気端子５８は、振幅を割り当てることができ、チャンネルの数に対応する整数である
ｋ個までのいずれかの数の群に分けることができ、ここでｋは、一実施形態においては４
であり、各々のチャンネルｋは、定められたパルス振幅、パルス幅、パルス率、及びパル
ス形状を有するものとすることができる。他のチャンネルも、同様の方法で実施すること
ができる。このようにして、各々のチャンネルは、どの電気端子５８（及びその電極）が
電流ソース又は電流シンクとなるように同期的に選択されるかを特定し、これらの電気端
子の各々におけるパルス振幅、パルス幅、パルス率、及びパルス形状を特定する。
【００４０】
　代替的実施形態においては、制御された独立の電源を使用するのではなく、独立に制御
される電圧源を設けて電気端子５８において特定の及び周知の電圧の刺激パルスを与える
ようにすることができる。前述した振幅及び幅の刺激パルスを発生するのと同じ機能を実
行するための適当な出力回路の代替的実施形態を含む、この出力刺激回路の作動は、米国
特許第６，５１６，２２７号及び第６，９９３，３８４号により詳細に示されている。
【００４１】
　以上により、出力刺激回路５０による刺激パルス出力の各々の形状は、振幅レベルの階
段状機能で形成することができることが、認識できる。例えば、図１３Ａに示されている
ように、減少勾配指数曲線型パルスは、一連の次第に減少する振幅レベルで形成すること
ができ、図１３Ｂに示されているように、増加勾配指数曲線型パルスは、一連の次第に増
加する振幅レベルで形成することができる。１０μｓの解像度でパルス幅が１００μｓの
場合には、図１３Ａ及び図１３Ｂに示すパルス状波形の各々は、１０個の別個の振幅段階
で形成することができる。更に、図１３Ｃで示されているように、パルス全体は、種々異
なる振幅のサブパルス及びサブパルス持続時間で形成することができる。これは、使用す
るサブパルスが僅かであっても、幾つかの波形に良好な近似を与えることができる。
【００４２】
　代替的には、出力刺激回路５０は、振幅レベルの階段状機能を使用してパルス状波形を
形成するのではなく、１又はそれ以上のアナログ回路により、各々の電源６２からの刺激
パルス出力を成形するように形成することができる。例えば、図１４に示されているよう
に、出力刺激回路５０は、スイッチ７１を介して各々の電源６２の出力に結合された複数
の異なるアナログ成形回路６９（１）－６９（３）を含み、正方形出力をそれぞれの電源
６２から選択された異なる形式のパルス形状の１つに成形するように構成することができ
る。例えば、成形回路６９（１）は、修正なしに正方形パルスを通過させ、成形回路６９
（２）が、正方形パルスを減少勾配指数曲線型パルスに変換し、更に成形回路６９（３）
が、正方形パルスを増加勾配指数曲線型パルスに変換するようにすることができる。成形
回路６９（２）及び６９（３）の各々は、電気特性（例えば、電気容量又はインダクタン
ス）を有する少なくとも１つのアナログ電気部品７３を含むものとすることができ、例え
ばパルス形状の時定数を修正することにより、パルス形状タイプを修正するように調整す
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ることができる。
【００４３】
　ＩＰＧ１４全体、例えば供給電圧、温度、バッテリー電圧、及び同様のものの全体にわ
たって様々なノード又は他の点７２の状態をモニターするために、ＩＰＧ１４は、モニタ
ー回路７０を更に含む。モニター回路７０は、電気パラメータデータ（例えば、電極イン
ピーダンス及び／又は電極の場電位）を測定するように形成される。埋め込み型電気刺激
システムは、周知のエネルギーの電気刺激パルスを、目標とする興奮させる組織に伝達す
ることを可能とする装置の安定性に依存するので、電極インピーダンスの測定は重要であ
る。目標とする組織は、周知の電気負荷を表し、そこに刺激パルスと組み合わされた電気
エネルギーが供給される。インピーダンスがあまりに大き過ぎる場合には、電極２６に結
合されるコネクタ４２及び／又は導線１２（図２に示されている）が、開路となっている
か又は破壊されることになる。インピーダンスがあまりに小さ過ぎる場合には、コネクタ
４２及び／又は導線１２の中のどこかが短絡している可能性がある。いずれの場合におい
ても（インピーダンスが大き過ぎるか又は小さ過ぎる）、ＩＰＧ１４は、その意図する機
能を実行することができない。
【００４４】
　電気パラメータデータの測定は、以下に詳細に述べるように、出力回路５０によるパル
ス形状出力の制御を理想的に助長する。電気パラメータデータは、種々異なる手段のいず
れかを使用して測定することができる。例えば、電気パラメータデータの測定は、米国特
許第７，３１７，９４８号に示されているように、電気刺激パルスが組織に付与されてい
る間の一時点で、又は刺激のすぐ後に、サンプル基準で行うことができる。代替的には、
電気パラメータデータの測定は、米国特許第６，５１６，２２７号及び第６，９９３，３
８４号に示されているように、電気刺激パルスとは独立して行うことができる。
【００４５】
　ＩＰＧ１４は、マイクロコントローラー（μＣ）７４の形態の処理回路を更に含み、デ
ータバス７６の制御ロジック５２を制御し、データバス７８を介してモニター回路７０か
ら状態データを得る。ＩＰＧ１４は、更にタイマーロジック５６を制御する。ＩＰＧ１４
は、マイクロコントローラー７４に結合されたメモリー８０及び発振器及びクロック回路
８２を更に含む。すなわち、メモリー８０及び発振器及びクロック回路８２と組み合わせ
たマイクロコントローラー７４は、メモリー８０に記憶された適当なプログラムにしたが
って、プログラム機能を実行するマイクロプロセッサーシステムを含む。代替的には、幾
つかの用途に対して、マイクロプロセッサーシステムにより与えられた機能は、適当な状
態の機械により実行することができる。
【００４６】
　マイクロコントローラー７４は、必要な制御信号及び状態信号を発生し、メモリー８０
に記憶された作動プログラム及び刺激パラメータにしたがって、マイクロコントローラー
７４にＩＰＧ１４の作動を制御させる。ＩＰＧ１４の作動を制御する時に、マイクロコン
トローラー７４は、制御ロジック５２及びタイマーロジック５６と組み合わせて、刺激出
力回路５０を使用して電極２６において刺激パルスを個々に発生することができ、これに
より、各々の電極２６が、単一極性ケース電極を含む他の電極２６と対になるか又は群に
なることができ、極性、パルス振幅、パルス率、パルス幅、パルス形状、及び電流刺激パ
ルスが付与されるチャンネルを制御し、修正することができる。
【００４７】
　刺激パルスの形状が、振幅レベルの階段状機能を使用して定められる場合には、マイク
ロコントローラー７４は、刺激パルスを成形するために、制御ロジック５２及びタイマー
ロジック５６と組み合わせて刺激出力回路５０を使用し、電極２６で振幅段階（例えば、
固定した１０μｓ段階か又は種々異なるサブパルス持続時間を有する段階のいずれか）を
発生する。刺激パルスの形状が、アナログ成形回路６９を使用して定められる場合には、
マイクロコントローラー７４は、制御ロジック５２を使用して、スイッチ７１を介して望
ましいパルス形状タイプに対応する成形回路６９を選択し、成形回路６９がアナログ電気
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回路７３を含む場合には、その電気特性を適合させる。
【００４８】
　図示した実施形態においては、マイクロコントローラー７４は、パルス形状及び他のパ
ルスパラメータ（すなわち、パルス振幅、パルス幅、及びパルス率）を、互いに独立に修
正する。特に有益な実施形態においては、マイクロコントローラー７４は、パルス形状及
び他のパルスパラメータを、互いに依存する形で修正する、すなわち、マイクロコントロ
ーラー７４は、パルス形状の修正に対応して他のパルスパラメータを修正するか、又は他
のパルスパラメータの修正に対応して、パルス形状を修正することができる。例えば、マ
イクロコントローラー７４は、電気刺激エネルギーの実質的に均一な電荷を維持するため
に、パルス形状の修正に対応して他のパルスパラメータを修正することができる。この修
正は、パルス状態の領域（例えば、パルスを定めるために式を積分することにより）が、
パルス形状が変化した場合でも一定に保てる（例えば、パルス振幅又はパルス幅を変化さ
せて）ことを確実にすることにより達成することができる。
【００４９】
　例えば、図１５に示すように、パルス形状が正方形パルス形状から増加勾配指数曲線型
パルス形状に変化すると、パルス状態の領域、及び刺激エネルギーの印加は、パルスパラ
メータのいずれかを修正することなく減少させることができる。しかしながら、パルスの
振幅及び／又は持続時間が増加すると、パルス状態の領域、及び刺激エネルギーの印加は
維持することができる。図示された実施形態においては、以下に詳細に示されているよう
に、パルス形状の変化に対応して、パルスの振幅及び／又は持続時間を計算するのはＲＣ
１６であるが、このような計算は、代替的にはマイクロコントローラー７４により実施す
ることができる。
【００５０】
　理想的な実施形態においては、マイクロコントローラー７４は、モニター回路７０によ
り測定される組織の電気特性に基づいてパルス形状を修正するように形成される。すなわ
ち、電気刺激エネルギーを電極２６間に伝達する組織の電気特性は、意図するパルス形状
から出力刺激回路５０により発生される刺激パルス、特にパルスの形状の特性を変えるこ
とができる（特に電圧源を利用する出力刺激回路で）ので、実際のパルス形状を意図する
形状と適合させるか、又は望まれる臨床効果を達成するために、組織の電気特性を考慮し
て、パルス形状を変化させることが望ましい。
【００５１】
　例えば、マイクロコントローラー７４は、図１６に示されているように、モニター回路
７０により計測された組織インピーダンスに基づいて、電極Ｅａ、Ｅｂと組織との間のイ
ンターフェース（すなわち、電極・組織間インターフェース）で、等価抵抗及び電気容量
回路を形成することができる。この等価回路における抵抗値Ｒと電気容量値Ｃ１、Ｃ２を
知ることにより、マイクロコントローラー７４は、望ましいパルス形状を出力するか、或
いは望ましい臨床効果を達成するために、等価回路に入力すべきパルス形状を計算するこ
とができる。一実施形態においては、マイクロコントローラー７４は、組織の電気特性、
特にモニター回路７０により測定される組織インピーダンスの変化（例えば、繊維症の増
加、患者の動き、導線の移動などによる）に対応して、このパルス形状調整を自動的に実
行する。別の実施形態においては、マイクロコントローラー７４は、ある時間、例えば、
刺激パラメータでＩＰＧ１４のプログラムをしている間に、このパルス形状調整を実行す
るだけである。この場合、ＲＣ１６は、測定された組織インピーダンスに基づいた等価抵
抗及び電気容量回路を代替的に形成し、この等価回路に基づいてパルス形状を計算するこ
とができる。
【００５２】
　ＩＰＧ１４は、適切に変調されたキャリア信号に含まれるＲＣ１６からのプログラム用
データ（例えば、作動プログラム及び／又は刺激パラメータ）を受信するための交流（Ａ
Ｃ）受信コイル８４、及びプログラム用データを回復するためにＡＣ受信コイル８４を通
して受信されるキャリア信号を復調するための充電及び前部遠隔測定回路８６を含み、該
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プログラム用データは、メモリー８０又はＩＰＧ１４を通して伝達される他のメモリー要
素（図示されず）内に記憶される。
【００５３】
　ＩＰＧ１４は、モニター回路７０を通して読み取られた情報データを、ＲＣ１６に送る
ための後部遠隔測定回路８８及び交流ＡＣ伝送コイル９０を更に含む。ＩＰＧ１４の後部
遠隔測定の特徴は、自身の状態を点検させることができることである。例えば、刺激パラ
メータに及ぼされる如何なる変化も後部遠隔測定を通して確認され、これにより、これら
の変化がＩＰＧ１４内に正確に受信され、実現されることを確実にする。更に、ＲＣ１６
によって問い合わせを行うことにより、ＩＰＧ１４内に記憶されたすべてのプログラム可
能な設定値を、ＲＣ１６にアップロードすることができる。
【００５４】
　ＩＰＧ１４は、作動電力をＩＰＧ１４に供給するための再充電可能な電力源９２及び電
源回路９４を更に含む。再充電可能な電力源９２は、例えば、リチウム・イオン電池又は
リチウム・イオンポリマー電池を含むことができる。再充電可能な電池９２は、未調整電
圧を電源回路９４に供給する。次に電源回路９４は様々な電圧９６を発生し、ＩＰＧ１４
内に配置される様々な回路が必要とするように、その幾つかは調整され、幾つかは調整さ
れない。再充電可能な電力源９２は、ＡＣ受信コイル８４により受信される整流されたＡ
Ｃ電力（すなわち、例えば「インバータ回路」として知られている効率的なＡＣからＤＣ
への変換回路などの他の手段を通して、ＡＣ電力から変換されたＤＣ電力）を使用して再
充電される。電力源９２を再充電するために、ＡＣ磁場を発生する外部充電器（図示され
ず）が、埋め込まれたＩＰＧ１４の上に位置する患者の皮膚に接触して、又は皮膚の近傍
に設置される。外部充電器により供給されるＡＣ磁場は、ＡＣ受信コイル８４のＡＣ電流
を減少する。充電及び前部遠隔測定回路８６は、ＤＣ電流を形成するためにＡＣ電流を整
流し、電力源９２を充電するために使用される。ＡＣ受信コイル８４は、無線で通信（例
えば、プログラム用データ及び制御データ）を受信し、外部装置からエネルギーを充電す
るために使用されるものとして示されているが、ＡＣ受信コイル８４は充電専用コイルと
して配列することができ、コイル９０などの別のコイルを、二方向遠隔測定のために使用
することができることを認識すべきである。
【００５５】
　図１２に示すように、ＩＰＧ１４内に含まれる多くの回路は、単一の用途特定の集積回
路（ＡＳＩＣ）９８として実施することができる。これは、ＩＰＧ１４全体の大きさをか
なり小さくすることができ、適当に密閉されてシールされたケース内に収容することがで
きる。代替的には、ＩＰＧ１４内に含まれる回路のほとんどは、米国特許出願公開番号２
００７－００３８２５０に示されているように、多数のデジタル及びアナログダイに設置
することができる。例えば、用途特定の集積回路（ＡＳＩＣ）のようなプロセッサーチッ
プは、内蔵されたソフトウエアで処理機能を実行するように形成することができる。アナ
ログＩＣ（ＡＩＣ）は、電力調整、刺激出力、インピーダンス測定の付与及びモニターを
含む、ＩＰＧ１４の機能に対して必要な幾つかの作動を実行するように形成することがで
きる。デジタルＩＣ（ＤｉｇｌＣ）は、プロセッサーＩＣにより促されて、アナログＩＣ
の刺激回路による電流出力の刺激レベル及び順序を制御し、変化させて、プロセッサーＩ
ＣとアナログＩＣとの間の一次インターフェースとして機能するように形成することがで
きる。
【００５６】
　図１２の略図は、機能てきなものであって、限定することを意図するものではないこと
に留意するべきである。ここでの説明を受けた当業者は、図示し、説明した機能を実行す
るために、多くの種類のＩＰＧ回路又は等価回路を容易に構成することができる。上記し
たもの及び他のＩＰＧに関する追加の詳細は、米国特許第６，５１６，２２７号、米国特
許公開番号２００３／０１３９７８１、及び２００５－０２６７５４６に示されている。
ＩＰＧだけでなくＳＣＳシステム１０は、代替的に、刺激用導線１２と結合した埋め込み
型レシーバー・刺激付与器（図示されず）を利用することができる。この場合には、レシ
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ーバー・刺激付与器に命令するように埋め込まれたレシーバー並びに制御回路を作動させ
るために、電池などの電源が、電磁的リンクを介してレシーバー・刺激付与器に誘導結合
した外部コントローラーに収容される。データ／電力信号は、埋め込まれたレシーバー・
刺激付与器の上に設置されるケーブルで結合された伝送コイルから経皮状態で取り付けら
れる。埋め込まれたレシーバー・刺激付与器は信号を受信して、制御信号にしたがって刺
激を発生する。
【００５７】
　簡潔に述べてきたように、刺激パラメータは、ＲＣ１６及び／又はＣＰ１８により、Ｉ
ＰＧ１４に、或いはＩＰＧ１４内に修正されてプログラムし、これによって、ＩＰＧ１４
により電極２６に発生し、出力された電気刺激エネルギーの特性を設定又は変化させるこ
とができ。図示した実施形態においては、これは、ＩＰＧ１４及び／又はＣＰ１８からＩ
ＰＧ１４への刺激パラメータを含む遠隔測定による伝送指令により達成される。代替的に
は、刺激パラメータなしの指令は、ＩＰＧ１４に記憶された刺激パラメータを変化させる
ために、ＲＣ１６及び／又はＣＰ１８からＩＰＧ１４に伝送することができる。
【００５８】
　図１７を参照すると、ＲＣ１６の１つの例示的実施形態が示されている。前述したよう
に、ＲＣ１６は、ＩＰＧ１４、ＣＰ１８又はＥＴＳ２０と通信することが可能である。Ｒ
Ｃ１６は、内部部品（印刷回路板（ＰＣＢ）を含む）を収容するケース１００、及び該ケ
ース１００の外側に支持される照明付きディスプレイスクリーン１０２及びボタンパッド
１０４を含む。図示した実施形態においては、ディスプレイスクリーン１０２は、照明付
きの平坦なパネルのディスプレイスクリーンであり、ボタンパッド１０４は、可撓性回路
の上に配置される金属でドーム状に覆われた薄膜スイッチ、及びＰＣＢに直接結合される
キーパッドコネクタを含む。任意の実施形態においては、ディスプレイスクリーン１０２
は、タッチスクリーンの性能を有する。ボタンパッド１０４は、多数のボタン１０６、１
０８、１１０及び１１２を含み、ＩＰＧ１４をＯＮ及びＯＦＦにすることができ、ＩＰＧ
１４内の刺激パラメータの調整又は設定値を付与し、更にスクリーン間の選択を付与する
ことができる。
【００５９】
　図示した実施形態においては、ボタン１０６は、ＯＮ／ＯＦＦボタンとして機能し、Ｉ
ＰＧ１４をＯＮ及びＯＦＦに作動することができる。ボタン１０８は、ＲＣ１６にスクリ
ーンディスプレイ及び／又はパラメータの間で切換え可能な選択ボタンとして機能する。
ボタン１１０及び１１２は、パルス振幅、パルス幅、パルス率、及びパルス形状を含む、
ＩＰＧ１４により発生するパルスのあらゆる刺激パラメータを増加させ又は減少させるよ
うに作動することができる、アップ／ダウンボタンとして機能する。例えば、選択ボタン
１０８は、ＲＣ１６を「パルス振幅調整モード」に設置するように作動することができ、
その間に、パルス振幅は、アップ／ダウンボタン１１０、１１２を介して調整することが
でき、「パルス幅調整モード」の間は、パルス幅は、アップ／ダウンボタン１１０、１１
２を介して調整することができ、「パルス率調整モード」の間は、パルス率は、アップ／
ダウンボタン１１０、１１２を介して調整することができ、更に「パルス形状調整モード
」の間は、パルス形状は、アップ／ダウンボタン１１０、１１２を介して調整することが
できる。代替的には、アップ／ダウン専用ボタンは、各々の刺激パラメータに付与するも
のとすることができる。アップ／ダウンボタンの使用だけでなく、ダイアル、スライダー
バー、又はキーパッドなどのあらゆる他の型の作動装置を、刺激パラメータを増加又は減
少させるために使用することができる。
【００６０】
　本発明にとって重要な事項として、パルス形状調整モードでＲＣ１６を設置することに
より、パルス形状のタイプ、及び勾配特性、更に特に選択したパルスタイプの時定数を使
用者に選択させることができることがある。例えば図１８は、アイコンの形態の識別子を
有する例示的ディスプレイスクリーンを示しているが、これは代替的な手段として、又は
任意の手段として使用することができる。特に、ディスプレイスクリーンは、正方形パル
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スアイコン１１３（１）、減少勾配指数曲線型パルスアイコン１１３（２）、増加勾配指
数曲線型パルスアイコン１１３（３）、減少勾配対数曲線型パルスアイコン１１３（４）
、増加勾配対数曲線型パルスアイコン１１３（５）、減少勾配傾斜型パルスアイコン１１
３（６）、増加勾配傾斜型パルスアイコン１１３（７）、台形波形アイコン１１３（８）
、及び正弦曲線型波形アイコン１１３（９）を含み、使用者は、アップ／ダウンボタン１
１０、１１２を作動させながらスクロールし、強調表示する（減少勾配指数曲線型パルス
アイコン１１３（２）に示している）ことができる。ボタン１０８は、強調表示したパル
ス形状の形式を選択するために作動させることができる。代替的には、アップ／ダウンボ
タン１１０、１１２を使用して上／下にスクロールすることによって、パルスアイコン１
１３を強調するより、例えば、ディスプレイスクリーン１０２がタッチスクリーン性能を
有する場合には、各々の形式のパルス形状に連結されたチェックケース（図示されず）を
、スタイレット又は指で触ることにより確かめることができる。代替的には、単一ボタン
型トグルスイッチを、異なる形式のパルス形状の間で切換えるのに使用することができる
。各々の選択された形式のパルス形状の中で、勾配変化特性は、アップ／ダウンボタン１
１０、１１２を作動させることにより変化させることができる（例えば、時定数を増加又
は減少させることにより）。例えば、図１９は、アップ／ダウンボタン１１０、１１２が
パルスの時間勾配を変化させるように作動する時（前のパルス形状は想像線で示されてい
る）、電流パルス形状（この場合は、減少勾配指数曲線型パルス）を表す例示的ディスプ
レイスクリーンを示している。任意の実施形態において、形状・サイクルモードが、一サ
イクル中の異なるパルス形状を自動的に示すことができ（例えば、３－５秒おきに変化す
る）、これにより使用者が、多くの異なるパルス形状を迅速に認識することができる。使
用者が最適条件の刺激を認識した時に、使用者は、その時表されているパルス形状を選択
するボタンを作動させることができる。パルス形状は、提示される時に使用者に表示する
か、又は代替的には、使用者に常に分かる状態にすることができる。
【００６１】
　図２０を参照すると、例示的ＲＣ１６の内部部品が示されている。ＲＣ１６は、一般的
には、プロセッサー１１４（例えばマイクロコントローラー）、プロセッサー１１４によ
り実行される作動プログラム並びに刺激パラメータを記憶するメモリー１１６、入／出力
回路、及び特定的にはＩＰＧ１４に刺激パラメータを出力してＩＰＧ１４から状態情報を
受信するための遠隔測定回路１１８、及び、ボタンパッド１０４から刺激制御信号を受信
して、ディスプレイスクリーン１０２（図１８に示されている）に状態情報を伝送するた
めの入力／出力回路１２０を含む。簡潔にするためにここには示されていないが、プロセ
ッサー１１４は、ＲＣ１６の他の機能を制御するだけでなく、パルス振幅、パルス幅、パ
ルス率、及び使用者のボタンパッド１０４の操作に対応するパルス形状を定める複数の刺
激パラメータ設定値を発生する。これらの新しい刺激パラメータ設定値は、遠隔測定回路
１１８を介してＩＰＧ１４に伝送され、これによりＩＰＧ１４に記憶された刺激パラメー
タを調整し、及び／又はＩＰＧ１４をプログラムする。遠隔測定回路１１８は、ＣＰ１８
から刺激パラメータを受信するために使用することができる。ＲＣ１６の機能性及び内部
部品の更なる詳細は、米国特許第６，８９５，２８０号に記載されている。
【００６２】
　ＩＰＧ１４に関して上記したように、図示した実施形態におけるパルス形状及び他のパ
ルスパラメータは、互いに独立に修正される。この場合は、プロセッサー１１４は、互い
が独立した各々の刺激パラメータ設定値で、パルス形状及び他のパルスパラメータを定め
るように形成される。しかしながら、パルス形状及び他のパルスパラメータが、互いに依
存する形で修正される方が有利な場合には、プロセッサー１１４は、例えば、一つのパル
ス形状の設定に応じて他のパルスパラメータを設定して、刺激パラメータの組の間で電気
的荷電が均一になるようにすることにより、各々の刺激パラメータ設定値において互いに
依存する形になるように、パルス形状及び他のパルスパラメータを定める構成とすること
ができる。
【００６３】
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　簡潔に上記したように、埋め込んだ後、プログラム可能なＩＰＧ１４のメモリーにおい
て、刺激パラメータを修正し、プログラムすることは、ＣＰ１８を使用して、医者又は臨
床医により実行することができ、ＩＰＧ１４と直接通信するか又はＲＣ１６を介してＩＰ
Ｇ１４と間接的に通信することができる。すなわち、ＣＰ１８は、脊髄の近くで電極列２
６の作動パラメータを修正するために、医者又は臨床医により使用することができる。図
１に示すように、ＣＰ１８の外観の全体は、ラップトップ式の個人用コンピューター（Ｐ
Ｃ）と同じであり、事実、指向性プログラム用デバイスを含むように適切に構成され、こ
こに述べた機能を実行するようにプログラムされたＰＣを使用して、実施することができ
る。このように、プログラムの方法論は、ＣＰ１８内に含まれるソフトウエア指令を実行
することにより遂行することができる。代替的には、このようなプログラムの方法論は、
ファームウエア又はハードウエアを使用して実行することができる。どのような場合にお
いても、ＣＰ１８は、ＩＰＧ１４（又はＥＴＳ２０）により発生された電気刺激の特性を
能動的に制御し、最適条件の刺激パラメータを患者のフィードバックに基づいて決定し、
その後最適条件の刺激パラメータでＩＰＧ１４（又はＥＴＳ２０）をプログラムすること
を可能とする。このように、ＣＰ１８の機能性は、ＲＣ１８のそれと類似しているが、最
適条件の刺激パラメータのプログラムを大幅に単純化しているところが異なる。ＣＰ及び
他のプログラム用デバイスの更なる詳細は、米国特許第６，３９３，３２５号及び第６，
９０９，９１７号に示されている。
【００６４】
　ＳＣＳシステム１０の構造及び機能を説明してきたが、システム１０を埋め込み、作動
させる方法をこれより示す。図２１を参照すると、刺激用導線１２は、患者１４０の脊柱
１４２内に埋め込まれる。刺激用導線１２の好ましい位置は、刺激される脊髄領域に隣接
する位置、すなわち脊髄領域の上の硬膜外空間である。ＥＴＳ２０は、経皮引き出し線２
８及び外部ケーブル３０（図２１には示されず）を介して刺激用導線１２に結合され、定
められた波形にしたがって電極２６に電気刺激エネルギーを供給するように作動すること
ができる。波形のパルスパラメータ（パルス振幅、パルス持続時間、パルス率、及びパル
ス形状を含む）は、ＣＰ１８の制御のもとで修正することができ、これにより電極２６か
ら組織に供給される電気刺激エネルギーの特性を変化させ、患者１４０に施される刺激の
効能をテストすることができる。ＣＰ１８は、最適条件の刺激パラメータをＥＴＳ２０に
プログラムするために使用することができる。
【００６５】
　トライアル期間が終了した後（典型的には１－２週間）、ＩＰＧ１４が、患者１４０内
に埋め込まれ、刺激用導線１２に結合される。刺激用導線１２が脊柱１４０を出る位置の
近くには空間がないので、ＩＰＧ１４は、一般的には腹部内か、又は臀部の上部のいずれ
かの外科的に形成されたポケットに埋め込まれる。もちろんＩＰＧ１４は、患者の身体の
他の位置に埋め込むこともできる。引き出し用導線２４は、刺激用導線１２が出る地点か
ら離れてＩＰＧ１４を設置することの助けとなる。ＥＴＳ２０に関して簡潔に上記したの
と同じ方法で、ＩＰＧ１４は、ＣＰ１８の制御のもとで、最適条件の刺激パラメータで作
動し、プログラムさせることができる。患者の制御の下、ＲＣ１６はその後、刺激プログ
ラムを選択するために使用するか、或いは治療を変化させるために、ＩＰＧ１４に以前に
プログラムされていた刺激パラメータを修正するために使用することができる。
【００６６】
　本発明の特定の実施形態が示されて、説明されたが、好ましい実施形態に本発明を限定
するものではないことを理解すべきであり、当業者には、様々な変更及び修正が本発明の
意図及び範囲から外れることなく成すことができることは明らかである。したがって、本
発明は、代替的手法、修正、及び均等手段を含むことを意図しており、これらは、特許請
求の範囲により定められる本発明の意図及び範囲内に含むことができるものである。
【００６７】
　以下に本発明の実施形態を記載する。
（実施形態１）１又はそれ以上の刺激用導線に結合されるように構成された１又はそれ以
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上の電気端子と、
　定められた波形にしたがって、前記１又はそれ以上の電気端子に電気刺激エネルギーを
出力することが可能な出力刺激回路と、
　使用者の入力に対応する前記定められた波形のパルス形状を修正し、これにより前記１
又はそれ以上の電極に出力された前記電気刺激エネルギーの特性を変更するように構成さ
れた制御回路と、
から成ることを特徴とする埋め込み型電気組織刺激システム。
（実施形態２）前記制御回路は、複数の異なる形式のパルス形状の１つを選択することに
より、前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする実施形態１に記載の
電気刺激システム。
（実施形態３）前記異なる形式のパルス形状は、正方形パルスと、指数曲線型パルスとを
含むことを特徴とする実施形態２に記載の電気刺激システム。
（実施形態４）前記異なる形式のパルス形状は、正方形パルス、指数曲線型パルス、対数
曲線型パルス、傾斜型パルス、台形パルス、及びこれらに組み合わせの中の少なくとも２
つを含むことを特徴とする実施形態２に記載の電気刺激システム。
（実施形態５）前記異なる形式のパルス形状は、減少勾配パルスと増加勾配パルスとを含
むことを特徴とする実施形態２に記載の電気刺激システム。
（実施形態６）前記減少勾配パルスは、減少勾配指数曲線型パルスであり、前記増加勾配
パルスは、増加勾配指数曲線型パルスであることを特徴とする実施形態５に記載の電気刺
激システム。
（実施形態７）前記減少勾配パルスは、減少勾配直線傾斜型パルスであり、前記増加勾配
パルスは、増加勾配直線傾斜型パルスであることを特徴とする実施形態５に記載の電気刺
激システム。
（実施形態８）前記制御回路は、前記パルス形状の時定数を調整することにより、前記パ
ルス形状を修正するように形成されることを特徴とする実施形態１に記載の電気刺激シス
テム。
（実施形態９）前記制御回路は、互いに独立に、前記定められた波形の前記パルス形状と
、他のパルスパラメータを修正するように構成されたことを特徴とする実施形態１に記載
の電気刺激システム。
（実施形態１０）前記制御回路は、互いに依存する形で、前記パルス形状と少なくとも１
つの他のパルスパラメータとを修正するように構成されたことを特徴とする実施形態１に
記載の電気刺激システム。
（実施形態１１）前記制御回路は、前記パルス形状の前記修正に対応して、前記少なくと
も１つの他のパルスパラメータを修正するように構成され、前記電気刺激エネルギーの実
質的に均一な印加を維持することを特徴とする実施形態１０に記載の電気刺激システム。
（実施形態１２）前記組織の１又はそれ以上の電気特性を測定するように形成されるモニ
ター回路を更に含み、前記制御回路は、前記測定された１又はそれ以上の電気特性に基づ
いて、前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする実施形態１に記載の
電気刺激システム。
（実施形態１３）前記制御回路は、前記測定された１又はそれ以上の電気特性の変化に対
応して、前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする実施形態１２に記
載の電気刺激システム。
（実施形態１４）前記出力刺激回路は、複数の異なるアナログ成形回路を含み、前記制御
回路は、前記異なるアナログ成形回路の１つを選択することにより、前記パルス形状を修
正するように構成されたことを特徴とする実施形態１に記載の電気刺激システム。
（実施形態１５）前記制御回路は、前記出力刺激回路において、少なくとも１つのアナロ
グ電気部品の特性を調整することにより、前記パルス形状を修正するように構成されたこ
とを特徴とする実施形態１に記載の電気刺激システム。
（実施形態１６）前記パルス状波形は、振幅レベル又はサブパルス持続時間の階段状機能
で形成され、前記制御回路は、前記振幅レベル又はサブパルス持続時間を調整することに
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より、前記パルス形状を修正するように構成されたことを特徴とする実施形態１に記載の
電気刺激システム。
（実施形態１７）前記１又はそれ以上の電気端子に電気結合された少なくとも１つの電極
を保有する刺激用導線を更に含むことを特徴とする実施形態１に記載の電気刺激システム
。
（実施形態１８）前記パルス形状を定めるパラメータを記憶することが可能なメモリーを
更に含むことを特徴とする実施形態１に記載の電気刺激システム。
（実施形態１９）前記パルス形状を修正するために、外部プログラマーから指令を無線で
受信することが可能な遠隔測定回路を更に含むことを特徴とする実施形態１に記載の電気
刺激システム。
（実施形態２０）１又はそれ以上の電気端子、出力刺激回路を収容するケースを更に含み
、制御回路が、神経刺激付与器を形成するために収容されることを特徴とする実施形態１
に記載の電気刺激システム。
（実施形態２１）前記神経刺激付与器は、埋め込み型であることを特徴とする実施形態２
０に記載の電気刺激システム。
【００６８】
（実施形態２２）使用者からの入力を受信することが可能な使用者インターフェースと、
　前記使用者の入力に対応して、複数の異なるパルス形状を定める複数の刺激パラメータ
設定値を発生するように形成されるプロセッサーと、
　前記複数の刺激パラメータ設定値を前記神経刺激付与器に伝送するように形成される出
力回路と、
から成ることを特徴とする電気組織刺激付与器のためのプログラマー。
（実施形態２３）前記複数の異なるパルス形状は、複数の異なる形式のパルス形状を含む
ことを特徴とする実施形態２２に記載のプログラマー。
（実施形態２４）前記異なる形式のパルス形状は、正方形パルスと指数曲線型パルスとを
含むことを特徴とする実施形態２３に記載のプログラマー。
（実施形態２５）前記異なる形式のパルス形状は、正方形パルス、指数曲線型パルス、対
数曲線型パルス、傾斜型パルス、台形パルス、及びこれらの組み合わせの少なくとも２つ
を含むことを特徴とする実施形態２３に記載のプログラマー。
（実施形態２６）前記異なる形式のパルス形状は、減少勾配パルスと増加勾配パルスとを
含むことを特徴とする実施形態２３に記載のプログラマー。
（実施形態２７）前記減少勾配パルスは、減少勾配指数曲線型パルスであり、前記増加勾
配パルスは、増加勾配指数曲線型パルスであることを特徴とする実施形態２６に記載のプ
ログラマー。
（実施形態２８）前記減少勾配パルスは、減少勾配直線傾斜型パルスであり、前記増加勾
配パルスは、増加勾配直線傾斜型パルスであることを特徴とする実施形態２６に記載のプ
ログラマー。
（実施形態２９）前記複数の異なる形式のパルス形状は、同じタイプではあるが異なる時
定数を有する複数のパルス形状を含むことを特徴とする実施形態２３に記載のプログラマ
ー。
（実施形態３０）前記プロセッサーは、互いに独立して、各々の刺激パラメータ設定値で
、前記パルス形状と他のパルスパラメータを定めるように形成されることを特徴とする実
施形態２３に記載のプログラマー。
（実施形態３１）前記プロセッサーは、互いに応じて各々の刺激パラメータ設定値で、前
記パルス形状と他のパルスパラメータを定めるように構成されたことを特徴とする実施形
態２３に記載のプログラマー。
（実施形態３２）前記プロセッサーは、前記パルス形状の前記定義に対応して、前記他の
パルスパラメータの少なくとも１つを定めるように構成され、前記それぞれの刺激パラメ
ータ設定値間に実質的に均一な荷電を維持することを特徴とする実施形態３１に記載のプ
ログラマー。
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（実施形態３３）前記複数の異なる形式のパルス形状は、組織の１又はそれ以上の測定さ
れた電気特性に基づいて定められることを特徴とする実施形態２１に記載のプログラマー
。
（実施形態３４）前記複数の異なる形式のパルス形状は、前記測定された１又はそれ以上
の電気特性における変化に対応して定められることを特徴とする実施形態３３に記載のプ
ログラマー。
（実施形態３５）前記使用者インターフェースは、作動装置を含み、前記プロセッサーは
、前記作動装置の作動に対応して、前記複数の刺激パラメータ設定値を発生するように形
成されることを特徴とする実施形態２３に記載のプログラマー。
（実施形態３６）前記プロセッサーは、前記作動装置の作動に対応して、前記複数の異な
るパルス形状を定めるように形成されることを特徴とする実施形態３５に記載のプログラ
マー。
（実施形態３７）前記出力回路は、前記複数の刺激パラメータ設定値を前記神経刺激付与
器に無線で伝送することが可能な遠隔測定回路であることを特徴とする実施形態２３に記
載のプログラマー。
【００６９】
（実施形態３８）患者の組織に近位に１又はそれ以上の電極を設置し、
　定められた波形にしたがって、前記１又はそれ以上の電極から前記組織に電気刺激エネ
ルギーを供給し、
　使用者入力に対応して前記定められた波形のパルス形状を修正し、これにより前記１又
はそれ以上の電極から前記組織に供給される前記電気刺激エネルギーの前記特性を変化さ
せる、ことを特徴とする、患者に治療を施す方法。
（実施形態３９）前記パルス形状の修正は、複数の異なるパルス形状タイプの１つを選択
することを含むことを特徴とする実施形態３８に記載の方法。
（実施形態４０）前記異なる形式のパルス形状は、正方形パルスと指数曲線型パルスとを
含むことを特徴とする実施形態３９に記載の方法。
（実施形態４１）前記異なる形式のパルス形状は、正方形パルス、指数曲線型パルス、対
数曲線型パルス、傾斜型パルス、台形パルス、及びこれらの組み合わせの少なくとも２つ
を含むことを特徴とする実施形態３９に記載の方法。
（実施形態４２）前記異なる形式のパルス形状は、減少勾配パルスと増加勾配パルスとを
含むことを特徴とする実施形態３９に記載の方法。
（実施形態４３）前記減少勾配パルスは、減少勾配指数曲線型パルスであり、前記増加勾
配パルスは、増加勾配指数曲線型パルスであることを特徴とする実施形態４２に記載の方
法。
（実施形態４４）前記減少勾配パルスは、減少勾配直線傾斜型パルスであり、前記増加勾
配パルスは、増加勾配直線傾斜型パルスであることを特徴とする実施形態４２に記載の方
法。
（実施形態４５）パルス形状の修正は、前記パルス形状の時定数を調整することを含むこ
とを特徴とする実施形態３８に記載の方法。
（実施形態４６）前記定められた波形の前記パルス形状と他のパルスパラメータは、互い
に独立に修正されることを特徴とする実施形態３８に記載の方法。
（実施形態４７）前記定められた波形の前記パルス形状と少なくとも１つの他のパルスパ
ラメータは、互いに依存する形修正されることを特徴とする実施形態３８に記載の方法。
（実施形態４８）前記少なくとも１つの他のパルスパラメータは、前記パルス形状の前記
修正に対応して修正され、前記電気刺激エネルギーの実質的には均一な電荷を維持するこ
とを特徴とする実施形態４７に記載の方法。
（実施形態４９）前記組織の１又はそれ以上の電気特性の測定を更に含み、前記パルス形
状は、前記測定された１又はそれ以上の電気特性に基づいて修正されることを特徴とする
実施形態３８に記載の方法。
（実施形態５０）前記パルス形状は、前記測定された１又はそれ以上の電気特性における
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変化に対応して修正されることを特徴とする実施形態４８に記載の方法。
（実施形態５１）前記組織は、脊髄組織であることを特徴とする実施形態３８に記載の方
法。
【符号の説明】
【００７０】
１０　ＳＣＳシステム
１２　刺激用導線
１４　埋め込み型パルス発生器
１６　外部遠隔操作器
１８　臨床医プログラマー
２０　外部トライアル刺激付与器
２２　外部充電器
２４　経皮引き出し用導線
２６　電極
２８　経皮引き出し用導線
３０　外部ケーブル
４０　外側ケース

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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