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(57)【要約】
電気神経刺激治療を患者に提供する方法、システム及び
装置が提供される。方法は、少なくとも１つが定義済み
範囲内のランダム値を含む、複数のパラメータによって
定義される電気バイアス信号を発生させることと、神経
構造上で内因性神経信号にバイアスをかけるために、電
気バイアス信号を神経構造に適用することとを含む。か
かるバイアス信号を発生させ、かつ信号を神経構造に適
用する神経刺激器及び神経刺激システムが、提供され、
かつ信号を発生させる刺激発生器と、信号を神経構造に
送達する１つ以上の電極と、信号を電極に適用するコン
トローラとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医学的状態を有する患者を治療する神経刺激システムであって、
　患者の神経構造の少なくとも標的部分に対して電気バイアス信号を発生させる刺激発生
器であって、前記電気バイアス信号が、電圧の大きさ、電流の大きさ、パルス幅、パルス
時間、オンタイム及びオフタイムからなる群から選択される、少なくとも１つのパラメー
タによって定義されるパルス化電気信号を含み、かつ前記電圧の大きさ、前記電流の大き
さ、前記パルス幅、前記パルス時間、前記オンタイム及び前記オフタイムの少なくとも１
つが、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む刺激発生器と、
　前記刺激発生器及び患者の神経構造に連結された少なくとも１つの電極と、
　神経構造上で内因性神経信号にバイアスをかけるために、前記電気バイアス信号を前記
神経構造に適用するように構成される、前記刺激発生器に操作可能に連結されたコントロ
ーラとを含むシステム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記ランダム値を発生させるランダムデータ発生器
を更に含む請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記定義済み範囲を記憶するメモリを更に含む請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記神経構造は、脳神経と、交感神経と、脊髄構造と、患者の脳内の構造とを含む請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
　電気バイアス信号の前記少なくとも１つのパラメータは、電圧の大きさを含み、かつ前
記パルスの前記電圧の大きさは、ランダムであり、かつ－１５．０ボルト～１５．０ボル
トの範囲内の範囲内で変化する請求項１に記載の神経刺激システム。
【請求項６】
　電気バイアス信号の前記少なくとも１つのパラメータは、電流の大きさを含み、かつ前
記パルスの前記電流の大きさは、ランダムであり、かつ－８．０ミリアンペア～８．０ミ
リアンペアの範囲内の範囲内で変化する請求項１に記載の神経刺激システム。
【請求項７】
　前記パルスの前記電流の大きさは、ランダムであり、かつ－３．０ミリアンペア～３．
０ミリアンペアの範囲内の範囲内で変化する請求項６に記載の神経刺激システム。
【請求項８】
　電気バイアス信号の前記少なくとも１つのパラメータは、パルス幅を含み、かつ前記パ
ルスの前記パルス幅は、ランダムであり、かつ１マイクロ秒～１秒の範囲内の範囲内で変
化する請求項１に記載の神経刺激システム。
【請求項９】
　電気バイアス信号の前記少なくとも１つのパラメータは、電流の大きさと、パルス幅と
を含み、かつ前記電流の大きさは、第１の定義済み範囲内で変化するランダム値を含み、
かつ前記パルス幅は、第２の定義済み範囲内で変化するランダム値を含む請求項１に記載
の神経刺激システム。
【請求項１０】
　電気バイアス信号の前記少なくとも１つのパラメータは、パルス時間を含み、かつ前記
パルスの前記パルス時間は、ランダムであり、かつ１マイクロ秒～１秒の範囲内の範囲内
で変化する請求項１に記載の神経刺激システム。
【請求項１１】
　電気バイアス信号の前記少なくとも１つのパラメータは、オンタイムを含み、かつ前記
オンタイムは、ランダムであり、かつ１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化する請求項
１に記載の神経刺激システム。
【請求項１２】
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　電気バイアス信号の前記少なくとも１つのパラメータは、オフタイムを含み、かつ前記
オフタイムは、ランダムであり、かつ１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化する請求項
１に記載の神経刺激システム。
【請求項１３】
　前記神経構造上で内因性神経信号を検出するセンサを更に含む請求項１に記載の神経刺
激システム。
【請求項１４】
　前記検出された内因性神経信号を内因性神経活動の閾値と比較する信号分析ユニットを
更に含み、
　前記コントローラが、前記信号分析ユニットに応答して前記電気バイアス信号を前記神
経構造に適用する交換網を更に含む請求項１３に記載の神経刺激システム。
【請求項１５】
　前記コントローラは、前記比較ステップに応答して前記少なくとも１つのパラメータの
少なくとも１つを調整する刺激選択ユニットを更に含む請求項１４に記載の神経刺激シス
テム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記定義済み範囲は、上限及び下限を含み、かつ前
記上限及び前記下限の少なくとも一方は、患者の疼痛閾値に基づき定義される請求項１に
記載の神経刺激システム。
【請求項１７】
　前記電気バイアス信号は、パルス化ノイズ信号を含む請求項１に記載の神経刺激システ
ム。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの電極は、その直接刺激のために前記神経構造と接触する電極対を
含む請求項１に記載の神経刺激システム。
【請求項１９】
　通信インタフェースと、前記通信インタフェースと通信するプログラミングユニットと
を更に含み、前記プログラミングユニットが、前記電気バイアス信号を定義する前記少な
くとも１つのパラメータをプログラムすることが可能である請求項１に記載の神経刺激シ
ステム。
【請求項２０】
　前記パルス化電気信号は、前記電圧の大きさ、前記電流の大きさ、前記パルス幅、前記
パルス時間、前記オンタイム及び前記オフタイムの少なくとも１つが、定義済み範囲内で
変化するランダム値を含む第１時間間隔と、前記第１時間間隔においてランダム値を含む
前記少なくとも１つのパラメータが非ランダム値を含む第２時間間隔とを更に含む請求項
１に記載の神経刺激システム。
【請求項２１】
　前記ランダム値は、パルス毎に定義済み範囲内で変化する請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ランダム値は、バースト毎に定義済み範囲内で変化する請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器であって、
　患者の神経構造内の内因性神経信号に対して電気バイアス信号を発生させる刺激発生器
であって、前記電気バイアス信号が、電流の大きさ、パルス幅、及びパルス時間を少なく
とも含む複数のパラメータによって定義されるパルス化電気信号を含み、前記パルス時間
が、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む刺激発生器と、
　前記刺激発生器及び前記神経構造に連結された少なくとも１つの電極と、
　前記刺激発生器に連結され、かつ前記電気バイアス信号を患者の前記神経構造に適用す
るように構成されるコントローラとを含む神経刺激器。
【請求項２４】
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　前記神経構造は、脳神経と、交感神経と、脊髄構造と、患者の脳内の構造とを含む請求
項２３に記載の神経刺激器。
【請求項２５】
　前記電流の大きさは、一定の大きさを含む請求項２３に記載の神経刺激器。
【請求項２６】
　前記電流の大きさは、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む請求項２３に記載の
神経刺激器。
【請求項２７】
　前記パルス幅は、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む請求項２３に記載の神経
刺激器。
【請求項２８】
　前記電気バイアス信号は、連続電気信号を含む請求項２３に記載の神経刺激器。
【請求項２９】
　前記パルス化電気信号を定義する前記複数のパラメータは、オンタイム及びオフタイム
を更に含み、かつ前記オンタイム及び前記オフタイムは、ランダム値又は非ランダム値を
含むことができる請求項２３に記載の神経刺激器。
【請求項３０】
　前記神経構造上で前記内因性神経信号を検出するセンサを更に含む請求項２３に記載の
神経刺激器。
【請求項３１】
　前記検出された内因性神経信号を内因性神経活動の閾値と比較する信号分析ユニットを
更に含み、
　前記コントローラが、前記信号分析ユニットに応答して前記電気バイアス信号を前記神
経構造に適用する交換網を更に含む請求項３０に記載の神経刺激システム。
【請求項３２】
　前記パルス化電気信号を定義する前記複数のパラメータは、オンタイム及びオフタイム
を更に含み、かつ前記オンタイム及び前記オフタイムは、定義済み範囲内のランダム値、
又は非ランダム値を含むことができ、かつ前記コントローラは、前記信号分析ユニットに
応答して前記オンタイム又は前記オフタイムの一方の前記非ランダム値、又は前記定義済
み範囲の少なくとも一方を調整する刺激選択ユニットを更に含む請求項３１に記載の神経
刺激システム。
【請求項３３】
　電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器であって、
　患者の神経構造内の内因性神経信号に対して電気バイアス信号を発生させる刺激発生器
であって、前記電気バイアス信号が、一定の電流の大きさ、一定パルス幅、オンタイム及
びオフタイムを含む複数のパラメータによって定義されるパルス化電気信号を含み、前記
オンタイム及び前記オフタイムの少なくとも一方が、定義済み範囲内で変化するランダム
値を含む刺激発生器と、
　前記刺激発生器及び前記神経構造に連結された少なくとも１つの電極と、
　前記刺激発生器に連結され、かつ前記電気バイアス信号を患者の前記神経構造に適用す
るように構成されるコントローラとを含む神経刺激器。
【請求項３４】
　前記オンタイムは、第１の定義済み範囲内で変化するランダム値を含み、かつ前記オフ
タイムは、第２の定義済み範囲内で変化するランダム値を含む請求項３０に記載の神経刺
激器。
【請求項３５】
　前記パルス化電気信号を定義する前記複数のパラメータは、非ランダム周波数、定義済
み周波数範囲内のランダム周波数、又は定義済み範囲内の掃引周波数からなる群から選択
される周波数を更に含む請求項３０に記載の神経刺激器。
【請求項３６】
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　前記パルス化電気信号を定義する前記複数のパラメータは、一定パルス時間、及び定義
済み範囲内で変化するランダムパルス時間からなる群から選択されるパルス時間を更に含
む請求項３０に記載の神経刺激器。
【請求項３７】
　電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器であって、
　患者の神経構造内の内因性神経信号に対して電気バイアス信号を発生させる刺激発生器
であって、前記電気バイアス信号が、電流の大きさ、並びにオンタイム及びオフタイムの
少なくとも一方を含む複数のパラメータによって定義される電気信号を含み、前記電流の
大きさ、前記オンタイム及び前記オフタイムの少なくとも１つが、定義済み範囲内で変化
するランダム値を含む刺激発生器と、
　前記刺激発生器及び前記神経構造に連結された少なくとも１つの電極と、
　前記刺激発生器に連結され、かつ前記電気バイアス信号を患者の前記神経構造に適用す
るように構成されるコントローラとを含む神経刺激器。
【請求項３８】
　前記電気信号は、非パルス化電気信号を含む請求項３７に記載の神経刺激器。
【請求項３９】
　前記電気信号は、電荷平衡電気信号を含む請求項３７に記載の神経刺激器。
【請求項４０】
　前記電気バイアス信号は、－８．０～８．０ミリアンペアの範囲内の範囲内で変化する
ランダムな電流の大きさを有するノイズ信号を含む請求項３７に記載の神経刺激器。
【請求項４１】
　前記オンタイムは、ランダムであり、かつ１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化し、
かつ前記オフタイムは、ランダムであり、かつ１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化す
る請求項３７に記載の神経刺激器。
【請求項４２】
　電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器であって、
　患者の神経構造内の内因性神経信号に対して電気バイアス信号を発生させる刺激発生器
であって、前記電気バイアス信号が、少なくとも電流の大きさによって定義される非パル
ス化連続電気信号を含み、前記電流の大きさが、ランダムであり、かつ－８．０～８．０
ミリアンペアの範囲内の範囲内で変化する刺激発生器と、
　前記刺激発生器及び前記神経構造に連結された少なくとも１つの電極と、
　前記刺激発生器に連結され、かつ前記電気バイアス信号を患者の前記神経構造に適用す
るように構成されるコントローラとを含む神経刺激器。
【請求項４３】
　電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器であって、
　脳神経、脳構造、脊髄構造、及び交感神経構造からなる群から選択された、神経構造内
で内因性神経信号にバイアスをかける電気ノイズ信号を含む電気バイアス信号を発生させ
る刺激発生器と、
　前記刺激発生器及び前記神経構造に連結された少なくとも１つの電極と、
　前記刺激発生器に連結され、かつ前記電気バイアス信号を患者の前記神経構造に適用す
るように構成されるコントローラとを含む神経刺激器。
【請求項４４】
　前記電気ノイズ信号は、ゼロ平均、擬似ランダム、又はガウスノイズ信号からなる群か
ら選択されるノイズ信号を含む請求項４３に記載の神経刺激器。
【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、本出願と同日に、かつ同一発明者名で出願された、「医療装置を用いた内因
性神経活動の強化（Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ　Ｎｅｕｒａｌ　Ａｃｔｉ
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ｖｉｔｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ）」という表題の米国特許出
願第　号の関連出願である。
【０００２】
　本発明は、一般的に医療装置に、かつ特には、患者の医学的状態を治療するために生物
組織中で内因性神経活動を強化する方法、装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ヒトの脳は、頭蓋骨の頭蓋腔内にあり、かつ中枢神経系（ＣＮＳ）を監視役で制御する
。中枢神経系は一般的に、適切な管理を必要とする種々の電気及び／又は神経活動のハブ
である。例えば、適切に制御された電気又は神経活動によって、ヒトの脳は、種々の精神
及び身体機能を正常に管理することが可能になる。しかしながら、異常な電気及び／又は
神経活動は、中枢及び末梢神経系内の様々な疾患及び障害と関連する。投薬計画又は外科
的介入に加えて、かかる疾患及び障害の治療となり得るものには、身体組織の電気刺激の
ための患者への医療装置の移植を含む。特に、患者の神経組織に連結された１つ以上の電
極に治療的電気信号を選択的に適用することによって、埋め込み型医療装置は、標的神経
組織位置を電気刺激できる。この刺激は、神経系疾患、状態又は障害を治療するために使
用できる。
【０００４】
　治療的電気信号は、求心性活動電位を発生させ、かつそれにより脳に向けた、神経を上
る神経信号の流れを増加させるために、迷走神経のような脳神経を刺激するために使用で
きる。治療的電気信号は、神経活動を阻害し、かつ神経インパルスが神経を上ることを防
ぐためにも使用できる。迷走神経の治療的電気信号は、てんかん及びうつ病を治療するた
めに使用されてきた。てんかん治療のための迷走神経刺激（ＶＮＳ）治療は、参考として
本明細書に組み込まれる、米国特許第４７０２２５４号、第４８６７１６４号及び第５０
２５８０７号を含む多くの米国特許に記載されている。
【０００５】
　患者に迷走神経刺激を提供するために、神経刺激装置が、患者の体内の標的位置に移植
できる。かかる神経刺激装置システムは、迷走神経に連結された神経電極を有する電気的
リードに取り付けられた、刺激発生器を含むことができる。
【０００６】
　しかしながら、患者集団又は特定の疾患次第で、ＶＮＳ治療の有効性は、著しく変化す
ることがある。例えば、治療の効かないてんかん及びうつ病に対するＶＮＳの有効性は、
著しい改良を有する第１の患者集団の割合として一般化できる。第２の患者集団の割合は
、若干の改良を有することを特徴としても良い。残りの患者集団の割合は、ほとんど改良
を経験しないことがある。ある種の治療のためのＶＮＳ治療の有効性を高めることが、必
要である。更なる懸念には、刺激中のいかなる副作用も減少させることを含む。
【０００７】
　神経刺激は、多種多様な神経系障害を治療する可能性を示したが、しかしながら神経刺
激によって治療可能な障害の幅を広げる必要性が残っている。
【特許文献１】米国特許第４７０２２５４号明細書
【特許文献２】米国特許第４８６７１６４号明細書
【特許文献３】米国特許第５０２５８０７号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一側面において、本発明は、患者に神経刺激治療を提供する方法を含む。方法は、電圧
の大きさ、電流の大きさ、パルス幅、パルス時間、オンタイム及びオフタイムからなる群
から選択される、少なくとも１つのパラメータを含む複数のパラメータによって定義され
るパルス化電気信号を含む電気バイアス信号を発生させることを含む。パラメータの少な
くとも１つは、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む。方法は、患者の神経構造に
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電気バイアス信号を適用することも含む。
【０００９】
　幾つかの実施態様において、電圧の大きさの定義済みランダム範囲は、－１５．０～１
５．０ボルトの範囲内のプログラムされた範囲を含むことができ、電流の定義済みランダ
ム範囲は、－８．０～８．０ミリアンペアの範囲内のプログラムされた範囲を含むことが
でき、パルス幅の定義済みランダム範囲は、１マイクロ秒～１秒の範囲内のプログラムさ
れた範囲を含むことができ、パルス時間の定義済みランダム範囲は、１マイクロ秒～１秒
の範囲内のプログラムされた範囲を含むことができ、オンタイムの定義済みランダム範囲
は、１秒～２４時間の範囲内のプログラムされた範囲を含むことができ、かつ、オフタイ
ムの定義済みランダム範囲は、１秒～２４時間の範囲内のプログラムされた範囲を含むこ
とができる。
【００１０】
　本発明の幾つかの方法において、神経構造は、内因性神経信号を含むことができ、かつ
パルス化電気信号は、内因性神経信号を減衰又は増幅するために働くことができる。方法
は、患者の脳が、所望の方法で内因性神経信号を解釈できるようにするために、内因性神
経信号の解釈閾値を変更することを含むことができ、ここで閾値を変更することは、解釈
閾値を上げること、又は解釈閾値を下げることを含む。方法は、神経構造に沿った内因性
神経信号の伝達を遮断するために、パルス化電気信号によって内因性神経信号を変調する
ことを更に含むことができる。
【００１１】
　幾つかの実施態様において、本発明の方法は、神経構造上の内因性神経信号を検出する
ことを含むことができる。幾つかの方法において、検出された内因性神経信号は、内因性
神経活動の閾値と比較でき、かつ発生した電気バイアス信号は、比較ステップの結果によ
って決まることがある。電気バイアス信号は、内因性神経信号が、脳の解釈閾値を越える
ことを可能にするために十分に、閾値下又は閾値上レベルから内因性神経信号にバイアス
をかけることができる。
【００１２】
　幾つかの実施態様において、パルス化電気信号の少なくとも１つのパラメータの定義済
みランダム範囲は、上限及び下限を含むことができ、かつ上限及び下限の少なくとも一方
は、患者の疼痛閾値に基づき定義できる。
【００１３】
　もう１つの実施態様において、方法は、患者の脳による内因性神経信号の解釈を強化す
るために神経構造上に複数の求心性活動電位を発生させることを更に含むことができる。
【００１４】
　もう１つの実施態様において、本発明の方法は、ランダムであり、かつ－８．０ミリア
ンペア～８．０ミリアンペアの範囲内の範囲内で変化する電流の大きさを含むパルス化電
気信号を提供することを含むことができる。もう１つの実施態様において、電流の大きさ
は、ランダムであり、かつ－３．０～３．０ミリアンペアの範囲内の範囲内で変化するこ
とができる。もう１つの実施態様において、パルス化電気信号は、１マイクロ秒～１秒の
範囲内の範囲内で変化するランダムパルス幅を含むことができる。更にもう１つの実施態
様において、本発明の方法は、ランダムであり、かつ第１の定義済み範囲内で変化する電
流の大きさと、ランダムであり、かつ第２の定義済み範囲内で変化するパルス幅とを含む
パルス化電気信号を提供することを含むことができる。
【００１５】
　本発明の幾つかの方法において、パルス化電気信号は、ランダムであり、かつ１マイク
ロ秒～１秒の範囲内の範囲内で変化するパルス時間を含む。本発明の幾つかの実施態様に
おいて、パルス化電気信号は、ランダムであり、かつ－１５．０ボルト～１５．０ボルト
の範囲内の範囲内で変化する電圧の大きさを含むことができる。
【００１６】
　幾つかの実施態様において、パルス化電気信号は、オンタイム及びオフタイムを含み、
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かつオンタイム及びオフタイムの少なくとも一方は、定義済み範囲内で変化するランダム
値を含むことができる。特定の実施態様において、オンタイム又はオフタイムの少なくと
も一方は、１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化することができる。
【００１７】
　幾つかの方法において、本発明は、電圧の大きさ、電流の大きさ、パルス幅、パルス時
間、オンタイム及びオフタイムの少なくとも１つが定義済み範囲内で変化するランダム値
を含む第１時間間隔と、第１時間間隔においてランダムである少なくとも１つのパラメー
タが非ランダムである第２時間間隔とを含むことができる。
【００１８】
　幾つかの実施態様において、ランダム値は、パルス毎に定義済み範囲内で変化する。他
の実施態様において、ランダム値は、バースト毎に定義済み範囲内で変化する。
【００１９】
　更なる実施態様において、電気バイアス信号が、適用される神経構造は、患者の脳神経
を含む。脳神経は、迷走神経を含むことができる。本発明の他の実施態様において、神経
構造は、患者の脳内の構造を含む。なおも更なる実施態様において、神経構造は、患者の
脊髄構造を含む。神経構造は、幾つかの実施態様において交感神経を含むことができる。
【００２０】
　本発明のある種の実施態様において、電気バイアス信号は、パルス化ノイズ信号を含む
。
【００２１】
　もう１つの側面において、本発明の方法は、少なくとも１つの電極を提供することと、
少なくとも１つの電極を神経構造に連結することと、電気信号発生器を提供することと、
電気信号発生器を少なくとも１つの電極に連結することと、電気信号発生器を使用して電
気バイアス信号を発生させることと、電気バイアス信号を少なくとも１つの電極に適用す
ることとを更に含むことができる。
【００２２】
　もう１つの側面において、本発明は、パルス時間が定義済み範囲内で変化するランダム
値を含む、電流の大きさと、パルス幅と、パルス時間とを少なくとも含む複数のパラメー
タによって定義されるパルス化電気信号を含む電気バイアス信号を発生させることと、電
気バイアス信号を患者の神経構造に適用することとを含む、神経刺激治療を患者に提供す
る方法を含むことができる。
【００２３】
　幾つかの実施態様において、方法は、パルス時間が定義済み範囲内で変化するランダム
値を含む第１時間間隔と、パルス時間が非ランダム値を有する第２時間間隔とを含むこと
ができる。幾つかの実施態様において、パルス時間は、パルス毎に定義済み範囲内で変化
するランダム値を含む。他の実施態様において、パルス時間は、バースト毎に定義済み範
囲内で変化するランダム値を含む。
【００２４】
　本発明の幾つかの実施態様において、電流の大きさは、一定の大きさを含む。他の実施
態様において、電流の大きさは、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む。幾つかの
実施態様において、パルス幅は、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む。
【００２５】
　幾つかの実施態様において、電気バイアス信号は、連続電気信号を含む。
【００２６】
　本発明の方法の幾つかの実施態様、パルス化電気信号は、オンタイム及びオフタイムを
更に含み、かつオンタイム及びオフタイムは、ランダム値又は一定値を含むことができる
。
【００２７】
　幾つかの実施態様において、神経構造は、内因性神経信号を含み、かつ本発明の方法は
、神経構造上の内因性神経信号を検出することを更に含む。
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【００２８】
　幾つかの実施態様において、本発明の方法は、検出された内因性神経信号を内因性神経
活動の閾値と比較することを更に含む。パルス化電気信号は、各々が定義済み範囲内で変
化するランダム値及び一定値の一方を含む、オンタイム及びオフタイムを更に含む。オン
タイム及びオフタイムの少なくとも一方は、比較ステップの結果によって決まっても良い
。
【００２９】
　もう１つの側面において、本発明は、患者に神経刺激治療を提供する方法を含む。方法
は、一定の電流の大きさと、一定のパルス幅と、オンタイム及びオフタイムとを含む複数
のパラメータによって定義されるパルス化電気信号を含む電気バイアス信号を発生させる
ことを含み、かつオンタイム及びオフタイムの少なくとも一方は、定義済み範囲内で変化
するランダム値を含む。方法は、電気バイアス信号を患者の神経構造に適用することも含
む。
【００３０】
　幾つかの実施態様において、方法は、オンタイム及びオフタイムの少なくとも一方が定
義済み範囲内で変化するランダム値を含む第１時間間隔と、オンタイム及びオフタイムの
少なくとも一方が非ランダム値を含む第２時間間隔とを更に含む。他の実施態様において
、オンタイムは、第１の定義済み範囲内で変化するランダム値を含み、かつオフタイムは
、第２の定義済み範囲内で変化するランダム値を含む。
【００３１】
　幾つかの実施態様において、パルス化電気信号を定義する複数のパラメータは、制御周
波数、定義済み周波数範囲内のランダム周波数、及び定義済み範囲内の掃引周波数からな
る群から選択される周波数を更に含む。他の実施態様において、複数のパラメータは、制
御パルス時間及び定義済み範囲内で変化するランダムパルス時間からなる群から選択され
るパルス時間を更に含む。
【００３２】
　もう１つの側面において、本発明は、患者に神経刺激治療を提供する方法を含む。方法
は、電流の大きさと、オンタイム及びオフタイムの少なくとも一方とを含む複数のパラメ
ータによって定義される電気信号を含む電気バイアス信号を発生させることを含む。電流
の大きさ、オンタイム及びオフタイムの少なくとも１つは、定義済み範囲内で変化するラ
ンダム値を含む。方法は、電気バイアス信号を患者の神経構造に適用することを更に含む
。
【００３３】
　もう１つの実施態様において、方法は、電流の大きさ、オンタイム及びオフタイムの少
なくとも１つが定義済み範囲内で変化するランダム値を含む第１時間間隔と、第１時間間
隔においてランダム値を含む少なくとも１つのパラメータが非ランダム値を含む第２時間
間隔とを含む。
【００３４】
　幾つかの実施態様において、本発明の方法における電気信号は、非パルス化電気信号を
含む。電気信号は、幾つかの実施態様において、電荷平衡電気信号を含むことができる。
幾つかの実施態様において、電気バイアス信号は、－８．０～８．０ミリアンペアの範囲
内の範囲内で変化するランダムな電流の大きさを有するノイズ信号を含む。
【００３５】
　幾つかの実施態様において、オンタイムは、ランダムであり、かつ１秒～２４時間の範
囲内の範囲内で変化し、かつ前記オフタイムは、同様にランダムであり、かつ同じく１秒
～２４時間の範囲内の範囲内で変化する。
【００３６】
　もう１つの側面において、本発明は、患者に神経刺激治療を提供する方法を含む。方法
は、電流の大きさが、ランダムであり、かつ－８．０～８．０ミリアンペアの範囲内の範
囲内で変化する、少なくとも電流の大きさによって定義される非パルス化、連続電気信号
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を含む電気バイアス信号を発生させることを含む。方法は、電気バイアス信号を患者の神
経構造に適用することも含む。
【００３７】
　もう１つの側面において、本発明は、電気ノイズ信号を含む電気バイアス信号を発生さ
せることと、脳神経、脳構造、脊髄構造及び交感神経構造からなる群から選択される患者
の神経構造に電気バイアス信号を適用することとを含む、患者に神経刺激治療を提供する
方法を含む。
【００３８】
　もう１つの実施態様において、電気ノイズ信号は、ゼロ平均、擬似ランダム、又はガウ
スノイズ信号からなる群から選択されるノイズ信号を含む。
【００３９】
　もう１つの側面において、本発明は、患者に電気神経刺激治療を提供する方法を含む。
方法は、脳神経上で内因性神経信号にバイアスをかけるために、電気バイアス信号を脳神
経に適用することを含む。電気バイアス信号は、内因性神経信号を患者の脳の閾値刺激に
至らせるために十分であっても良い。
【００４０】
　更なる側面において、神経刺激によって患者を治療する方法は、患者の脳神経上で内因
性神経信号を検出することを含む。方法は、検出された内因性神経信号に応答して電気バ
イアス信号を発生させることと、脳神経上で内因性神経信号にバイアスをかけるために、
電気バイアス信号を脳神経に適用し、それにより患者に電気神経刺激治療を提供すること
とを更に含む。
【００４１】
　本発明のもう１つの側面において、患者に電気神経刺激治療を提供する方法は、患者の
選択された脳神経に連結された電極にバイアス刺激を適用することを含む。方法は、脳が
、バイアス刺激に応答して内因性神経信号を解釈することを可能にすることを更に含む。
【００４２】
　本発明のもう１つの側面において、移植された神経刺激装置によって患者を治療する方
法は、移植された神経刺激装置を患者の迷走神経に連結することを含む。方法は、バイア
ス刺激を迷走神経に適用することと、脳が、バイアス刺激に応答して迷走神経の内因性神
経信号を解釈することを可能にすることとを更に含む。
【００４３】
　もう１つの側面において、本発明は、医学的状態を有する患者を治療する神経刺激シス
テムを含む。システムは、患者の神経構造の少なくとも標的部分に対して電気バイアス信
号を発生させる刺激発生器を含む。電気バイアス信号は、電圧の大きさ、電流の大きさ、
パルス幅、パルス時間、オンタイム及びオフタイムからなる群から選択される、少なくと
も１つのパラメータによって定義されるパルス化電気信号を含む。電圧の大きさ、電流の
大きさ、パルス幅、パルス時間、オンタイム及びオフタイムの少なくとも１つは、定義済
み範囲内で変化するランダム値を含む。システムは、前記刺激発生器及び患者の神経構造
に連結された少なくとも１つの電極と、刺激発生器に操作可能に連結されたコントローラ
とを同様に含む。コントローラは、神経構造上で内因性神経信号にバイアスをかけるため
に、電気バイアス信号を神経構造に適用するように構成される。
【００４４】
　一実施態様において、システムは、前記少なくとも１つのパラメータの前記ランダム値
を発生させるランダムデータ発生器を更に含む。システムは、ランダム値の定義済み範囲
を記憶するメモリも含むことができる。
【００４５】
　もう１つの実施態様において、電極が連結される神経構造は、脳神経と、交感神経と、
脊髄構造と、患者の脳内の構造とを含む。
【００４６】
　更なる実施態様において、電気バイアス信号の少なくとも１つのパラメータは、ランダ
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ムであり、かつ－１５．０ボルト～１５．０ボルトの範囲内の範囲内で変化する電圧の大
きさを含む。もう１つの実施態様において、電気バイアス信号の少なくとも１つのパラメ
ータは、ランダムであり、かつ－８．０ミリアンペア～８．０ミリアンペアの範囲内の範
囲内で変化する電流の大きさを含む。電流の大きさは、－３．０ミリアンペア～３．０ミ
リアンペアの範囲内の範囲内で変化するランダム値を含むことができる。
【００４７】
　一実施態様において、電気バイアス信号の少なくとも１つのパラメータは、ランダムで
あり、かつ１マイクロ秒～１秒の範囲内の範囲内で変化するパルス幅を含む。もう１つの
実施態様において、電気バイアス信号の少なくとも１つのパラメータは、ランダムであり
、かつ１マイクロ秒～１秒の範囲内の範囲内で変化するパルス時間を含む。
【００４８】
　更なる実施態様において、電気バイアス信号の少なくとも１つのパラメータは、ランダ
ムであり、かつ第１の定義済み範囲内で変化する電流の大きさと、ランダムであり、かつ
第２の定義済み範囲内で変化するパルス幅とを含む。
【００４９】
　一実施態様において、電気バイアス信号の少なくとも１つのパラメータは、ランダムで
あり、かつ１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化するオンタイムを含む。もう１つの実
施態様において、電気バイアス信号の少なくとも１つのパラメータは、ランダムであり、
かつ１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化するオフタイムを含む。
【００５０】
　本発明の神経刺激システムは、他の実施態様において、前記神経構造上で内因性神経信
号を検出するセンサを更に含むことができる。システムは、検出された内因性神経信号を
内因性神経活動の閾値と比較する信号分析ユニットを更に含むことができる。コントロー
ラは、信号分析ユニットに応答して電気バイアス信号を神経構造に適用する交換網を更に
含むことができる。更なる実施態様において、コントローラは、比較ステップに応答して
パラメータの少なくとも１つを調整する刺激選択ユニットを含むことができる。
【００５１】
　少なくとも１つのパラメータの定義済み範囲は、システムの幾つかの実施態様において
、上限及び下限を含むことができる。上限及び下限の少なくとも一方は、患者の疼痛閾値
に基づき定義できる。
【００５２】
　幾つかの実施態様において、神経刺激システムの電気バイアス信号は、パルス化ノイズ
信号を含むことができる。
【００５３】
　特定の実施態様において、少なくとも１つの電極は、直接刺激のために神経構造と接触
する電極対を含む。もう１つの実施態様において、神経刺激システムは、通信インタフェ
ースと、通信インタフェースと通信するプログラミングユニットとを更に含むことができ
る。プログラミングユニットは、電気バイアス信号を定義する少なくとも１つのパラメー
タをプログラムすることが可能である。
【００５４】
　神経刺激システムの一実施態様において、パルス化電気信号は、電圧の大きさ、電流の
大きさ、パルス幅、パルス時間、オンタイム及びオフタイムの少なくとも１つが、定義済
み範囲内で変化するランダム値を含む第１時間間隔と、第１時間間隔においてランダムで
ある少なくとも１つのパラメータが非ランダムである第２時間間隔とを更に含む。
【００５５】
　神経刺激システムの幾つかの実施態様において、ランダム値は、パルス毎に定義済み範
囲内で変化する。他の実施態様において、ランダム値は、バースト毎に定義済み範囲内で
変化する。
【００５６】
　もう１つの側面において、本発明は、患者に電気刺激治療を提供する神経刺激器を含む
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。神経刺激器は、患者の神経構造内で内因性神経信号の電気バイアス信号を発生させる刺
激発生器を含む。電気バイアス信号は、電流の大きさ、パルス幅、及びパルス時間を少な
くとも含む複数のパラメータによって定義されるパルス化電気信号を含む。パルス時間は
、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む。神経刺激器は、刺激発生器及び神経構造
に連結された少なくとも１つの電極と、刺激発生器に連結され、かつ電気バイアス信号を
患者の神経構造に適用するように構成されるコントローラとを同様に含む。
【００５７】
　神経刺激器の幾つかの実施態様において、神経構造は、脳神経と、交感神経と、脊髄構
造と、患者の脳内の構造とを含むことができる。
【００５８】
　一実施態様において、パルス化電気信号は、一定の大きさである電流の大きさを含む。
他の実施態様において、電流の大きさは、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む。
幾つかの実施態様において、パルス幅は、定義済み範囲内で変化するランダム値を含む。
【００５９】
　幾つかの神経刺激器の実施態様における電気バイアス信号は、連続電気信号を含む。
【００６０】
　１つの神経刺激器の実施態様において、パルス化電気信号を定義する複数のパラメータ
は、各々がランダム値又は非ランダム値を含むことができる、オンタイム及びオフタイム
を更に含む。
【００６１】
　一実施態様において、神経刺激器は、前記神経構造上で前記内因性神経信号を検出する
センサを更に含むことができる。神経刺激器は、検出された内因性神経信号を内因性神経
活動の閾値と比較する信号分析ユニットを同様に含むことができる。コントローラは、信
号分析ユニットに応答して電気バイアス信号を神経構造に適用する交換網を含むことがで
きる。パルス化電気信号を定義する複数のパラメータは、ランダム又は非ランダムであっ
ても良いオンタイム及びオフタイムを含むことができ、かつコントローラは、信号分析ユ
ニットに応答してオンタイム又はオフタイムの一方を調整する刺激選択ユニットを更に含
むことができる。
【００６２】
　もう１つの側面において、本発明は、電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器を含む
。神経刺激器は、患者の神経構造内で内因性神経信号の電気バイアス信号を発生させる刺
激発生器を含む。電気バイアス信号は、一定の電流の大きさ、一定パルス幅、並びにオン
タイム及びオフタイムを含む複数のパラメータによって定義されるパルス化電気信号を含
む。オンタイム及びオフタイムの少なくとも一方は、定義済み範囲内で変化するランダム
値を含む。神経刺激器は、刺激発生器及び神経構造に連結された少なくとも１つの電極と
、刺激発生器に連結され、かつ電気バイアス信号を患者の神経構造に適用するように構成
されるコントローラとを同様に含む。
【００６３】
　一実施態様において、オンタイムは、第１の定義済み範囲内で変化するランダム値を含
み、かつオフタイムは、第２の定義済み範囲内で変化するランダム値を含む。
【００６４】
　もう１つの実施態様において、パルス化電気信号を定義する複数のパラメータは、非ラ
ンダム周波数、定義済み周波数範囲内のランダム周波数、又は定義済み範囲内の掃引周波
数であっても良い周波数を更に含む。
【００６５】
　神経刺激器の更なる実施態様において、パルス化電気信号を定義する複数のパラメータ
は、パルス時間を更に含む。パルス時間は、一定パルス時間、又は定義済み範囲内で変化
するランダムパルス時間であっても良い。
【００６６】
　もう１つの側面において、本発明は、電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器を含む
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。神経刺激器は、患者の神経構造内で内因性神経信号の電気バイアス信号を発生させる刺
激発生器を含む。電気バイアス信号は、電流の大きさ、並びにオンタイム及びオフタイム
の少なくとも一方とを含む複数のパラメータによって定義される電気信号を含む。電流の
大きさ、オンタイム及びオフタイムの少なくとも１つは、定義済み範囲内で変化するラン
ダム値を含む。神経刺激器は、前記刺激発生器及び前記神経構造に連結された少なくとも
１つの電極と、刺激発生器に連結され、かつ電気バイアス信号を患者の神経構造に適用す
るように構成されるコントローラとを更に含む。
【００６７】
　一実施態様において、電気信号は、非パルス化電気信号を含む。もう１つの実施態様に
おいて、電気信号は、電荷平衡電気信号を含む。なおも更なる実施態様において、電気バ
イアス信号は、－８．０～８．０ミリアンペアの範囲内の範囲内で変化するランダムな電
流の大きさを有するノイズ信号を含む。もう１つの実施態様において、オンタイムは、ラ
ンダムであり、かつ１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化し、かつオフタイムは、ラン
ダムであり、かつ同じく１秒～２４時間の範囲内の範囲内で変化する。
【００６８】
　もう１つの側面において、本発明は、電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器を含む
。神経刺激器は、患者の神経構造内で内因性神経信号の電気バイアス信号を発生させる刺
激発生器を含む。電気バイアス信号は、ランダムであり、かつ－８．０～８．０ミリアン
ペアの範囲内の範囲内で変化する少なくとも電流の大きさによって定義される非パルス化
連続電気信号を含む。神経刺激器は、刺激発生器及び神経構造に連結された少なくとも１
つの電極と、刺激発生器に連結され、かつ電気バイアス信号を患者の神経構造に適用する
ように構成されるコントローラとを更に含む。
【００６９】
　もう１つの側面において、本発明は、電気刺激治療を患者に提供する神経刺激器を含む
。神経刺激器は、神経構造内で内因性神経信号にバイアスをかける電気ノイズ信号を含む
電気バイアス信号を発生させる刺激発生器を含む。神経構造は、脳神経、脳構造、脊髄構
造、及び交感神経構造からなる群から選択される構造である。神経刺激器は、刺激発生器
及び神経構造に連結された少なくとも１つの電極と、刺激発生器に連結され、かつ電気バ
イアス信号を患者の神経構造に適用するように構成されるコントローラとを更に含む。
【００７０】
　一実施態様において、電気ノイズ信号は、ゼロ平均、擬似ランダム、又はガウスノイズ
信号からなる群から選択されるノイズ信号を含む。
【００７１】
　本発明のなおももう１つの側面において、神経刺激器のような埋め込み型医療装置は、
神経系疾患、障害又は状態を治療するために提供される。神経刺激器は、脳神経に送達す
るための電気刺激信号を発生させる電気刺激発生器を含む。神経刺激器は、刺激発生器に
操作可能に連結されたコントローラを更に含む。コントローラは、神経上で内因性神経信
号にバイアスをかけ、かつ患者に電気神経刺激治療を提供するように、電気刺激信号を脳
神経に適用するように構成されても良い。
【００７２】
　もう１つの側面において、神経刺激システムは、医学的状態を有する患者を治療するた
めに提供される。システムは、患者の脳神経の少なくとも標的部分に電子刺激信号を発生
させる電気刺激発生器を含む。神経刺激システムは、刺激発生器に操作可能に連結された
コントローラを更に含むことができる。コントローラは、脳神経上で内因性神経信号にバ
イアスをかけるために、電子刺激信号を脳神経の標的部分に適用するように構成されるこ
とができる。
【００７３】
　更にもう１つの側面において、本発明は、埋め込み型医療装置から患者に電気神経刺激
治療を提供する命令によって符号化されたコンピュータ読み取り可能なプログラム記憶装
置を含む。コンピュータ読み取り可能なプログラム記憶装置内の命令は、コンピュータに



(14) JP 2009-505689 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

よって実施される時、脳神経上で内因性神経信号にバイアスをかけるために、電気バイア
ス信号を脳神経に適用する。電気バイアス信号は、内因性神経信号を患者の脳の閾値刺激
に至らせるために十分であっても良い。
【００７４】
　更にもう１つの側面において、本発明は、埋め込み型医療装置から患者に神経刺激治療
を提供する命令によって符号化されたコンピュータ読み取り可能なプログラム記憶装置を
含む。コンピュータ読み取り可能なプログラム記憶装置内の命令は、コンピュータによっ
て実施される時、電流の大きさ及びパルス幅の少なくとも一方が定義済み範囲内でパルス
毎にランダムに変化する、電流の大きさ及びパルス幅を含む複数のパラメータによって定
義されるパルス化電気信号を含む電気バイアス信号を発生させ、かつ電気バイアス信号を
患者の神経構造に適用する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７５】
　本発明は、同様の参照数字が、同様の要素を特定する、添付図面と併せて解釈される以
下の記載を参照して理解できる。
【００７６】
　本発明は、種々の修正及び代替的形状の余地があるが、その具体的な実施態様が、図面
において例として示され、かつ本明細書に詳細に記載される。しかしながら、具体的な実
施態様の本明細書での記載は、本発明を開示された特定の形状に限定することが意図され
ず、反対に意図は、添付の請求項によって定義された、本発明の精神及び範囲内にある全
ての修正、同等物及び代替物をカバーすることであることが、理解されるべきである。
【００７７】
　本発明の例示的な実施態様が、本明細書に記載される。明確さのために、実際の実施の
全ての特徴が、本明細書に記載されるわけではない。いずれかのかかる実際の実施態様の
開発において、実施によって異なる、設計に特有の目的を達成するためには、多数の実施
に特有の決定がなされねばならない。かかる開発努力は、場合により複雑であり、かつ時
間がかかるとはいえ、本開示を利用できる当業者にとってはしかしながら日常的な仕事で
あることが認識されるであろう。
【００７８】
　本発明の一実施態様において、方法、装置及びシステムは、バイアス刺激を神経内の内
因性神経活動に提供し、神経とは、好ましくは脳神経であり、かつ更に好ましくは迷走神
経である。神経上の「内因性神経活動」又は「内因性神経信号」は、患者の身体及び環境
によってのみ発生し、かつ例えば移植された神経刺激器からの適用された電気信号によっ
て発生しない、電気活動（すなわち求心性及び遠心性活動電位）を指す。ここで図１を参
照すると、本発明の一実施態様による、神経刺激治療を患者に提供するための、好ましく
は埋め込み型医療装置１００である、医療装置が示される。埋め込み型医療装置１００は
、患者の脳１１５に移動する内因性神経信号１１０に、電気刺激１０５を送達できる。神
経１２０又は神経１２０内の神経小束１２５は、脳１１５に内因性神経信号１１０と、電
気刺激１０５を提供する。
【００７９】
　埋め込み型医療装置１００は、１つ以上の電極１４０（１－ｎ）に連結されたリード１
３５を介して、電気刺激１０５を神経１２０に伝達することによって、内因性神経信号１
１０を変調できる。例えば、電気刺激１０５は、選択された神経１２０からの内因性神経
信号１１０の脳１１５及び／又はＣＮＳによる解釈を明確にし、かつ／又は補正すること
によって、内因性神経信号１１０を強化できる。
【００８０】
　一実施態様と一致して、埋め込み型医療装置１００は、電気神経刺激治療を患者に提供
することによって、疾患、障害又は状態を治療することが可能な神経刺激装置であっても
良い。このために、埋め込み型医療装置１００は、患者の適切な位置に移植できる。移植
された医療装置１００は、１つ以上の神経線維又は神経１２０の神経小束１２５の内因性
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神経信号１１０を変調するために、電気バイアス信号を含むことができる電気刺激１０５
を神経１２０に適用できる。刺激１０５（例えば、確率共鳴を利用する電気バイアス刺激
）を適用することによって、埋め込み型医療装置１００は、患者における医学的、精神医
学的又は神経学的障害を治療又は制御できる。
【００８１】
　確率共鳴（ＳＲ）は、弱い入力信号への非線形系の応答が、非ゼロレベルのノイズの存
在によって最適化されるメカニズムである。かかるメカニズムにおいてノイズは、情報伝
達で建設的役割を果たす。患者における非線形系は、１つ以上の神経１２０又は他の神経
構造（例えば脳構造、脊髄構造）からの内因性神経信号１１０を介して情報を受け、かつ
反応して、患者における生理機能を制御又は変更する、脳１１５及び／又はＣＮＳである
ことが理解できる。一実施態様において、電圧の大きさ、電流の大きさ（すなわち振幅）
、パルス幅、パルス時間、及びパルス極性を含むが、それらに限定されない、１つ以上の
ランダム特性を有する電気刺激１０５は、小さな内因性神経信号１１０の効果を「増幅す
る」ために使用できる。換言すれば、確率共鳴は、神経１２０、神経小束１２５又は他の
神経構造に適用される時に、不十分、又は過剰な内因性神経信号１１０を患う患者におい
て、内因性神経信号１１０に含まれる情報の脳１１５及び／又はＣＮＳによる解釈を強化
する手段を提供できる電気バイアス刺激の形状である。先行技術は、適切なレベルのノイ
ズを機械受容細胞に適用することが、これらの機械受容細胞による機械的力の検出を強化
できることを証明した。この先行技術において、非線形系は、機械受容細胞の機械的力検
出閾値である。対照的に、本発明は、内因性神経信号１１０に含まれる情報の解釈を強化
するために、バイアス電気刺激１０５を、神経１２０又は神経小束１２５のような１つ以
上の神経構造に適用し、ここで非線形系は、脳１１５及び／又はＣＮＳ、並びにその関連
した入力及び出力を含む。
【００８２】
　脳１１５は、内因性神経信号１１０の解釈に応答して患者において生理機能を制御、伝
達、又は変更するので、誤った解釈は、生理機能の誤った制御、伝達又は変更に繋がるこ
とがある。このことは、患者における１つ以上の医学的、精神医学的又は神経学的障害を
、又は１つ以上の既存の障害の不十分な伝達をもたらすことがある。内因性神経信号１１
０の誤った解釈の可能性を減少させることは、本発明の目的である。
【００８３】
　一実施態様において、バイアス電気刺激１０５を使用して、埋め込み型医療装置１００
は、脳１１５によって知覚される内因性神経信号１１０の質を改良することによって、神
経学的、神経精神医学的、又は神経学的に関連した疾患又は障害の治療を改良できる。例
えば、電気バイアス刺激を三叉神経、舌咽神経及び迷走神経の少なくとも１つ、又は他の
副交感神経及び／又は交感神経に提供することは、１つ以上の神経学的、神経精神医学的
、又は神経学的に伝達された疾患又は障害を患う患者において内因性神経信号１１０を解
釈する脳１１５の能力を高めることができる。理論によって拘束されずに、神経精神医学
的障害の改良に直接的に影響を及ぼす、脳１１５内の領域又は活動を標的とできる、外因
性信号を脳１１５に導入する、従来の迷走神経刺激（ＶＮＳ）と対照的に、本発明の埋め
込み型医療装置１００は、内因性神経信号１１０を変調して、脳１１５によるその知覚可
能性に影響を及ぼすことが意図される。新しい神経「情報」を導入する方法と考えること
ができる、従来のＶＮＳを使用して脳１１５内に神経活動又は中枢神経系（ＣＮＳ）応答
を単に誘発するよりも、埋め込み型医療装置１００は、ランダム特性を有する「情報のな
い」バイアス電気刺激１０５を使用して、不十分な、過剰な、又は曖昧な内因性神経活動
１１０を改良できる。本発明の方法及びシステムにおいて、電気刺激１０５を介して新し
い情報量を提供する代わりに、情報は、神経内にすでに存在する既存の情報量を明確にし
、脳が、さもなければ知覚できない信号の情報量を知覚できるようにすることを単に意図
する。
【００８４】
　多くの神経学的に伝達された障害は、求心性内因性神経信号（例えば迷走神経の内臓感
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覚情報）の誤った解釈又は知覚から生じることある。電気刺激１０５を迷走神経に適用す
ることにより、埋め込み型医療装置１００は、脳１１５内での感覚感度を著しく強化でき
る。その上、又はあるいは、刺激１０５は、脳１１５による、感覚又は電気の、既存又は
内因性神経又は迷走神経の活動の解釈を著しく強化できる。活動のこの強化された感覚感
度及び／又は解釈は、神経刺激治療の有効性を実質的に改良できる。本質的に、内因性神
経信号１１０のような神経信号によって影響を与えられることがある全ての障害は、刺激
１０５の使用の利益を受けることある。
【００８５】
　例えば神経性過食症の場合、迷走神経の活動は、患者の不摂生／パージ願望の調節に重
要な役割を果たすことができる。過剰な、又は不十分な迷走神経の活動（又は迷走神経の
活動に対する脳感度減少）は、それらの願望の一因となることがある。同様にうつ病に関
して、迷走神経の活動及び／又は感度は、うつ病及び心拍変動性減少の相関によって示唆
されるように、気分の調節に重要な役割を果たすことがある。抑制された又は過剰な迷走
神経の活動と、他の障害との間の類似した相関が、存在することもある。本発明の実施態
様を使用すると、埋め込み型医療装置１００は、広範囲の疾患、障害及び状態の治療にお
いて、神経刺激治療の有効性を実質的に増加できる。本発明の実施態様は、神経刺激に関
連した副作用を著しく減少させることができる。
【００８６】
　埋め込み型医療装置１００は、好ましくは埋め込み型として記載されるが、当業者は、
本発明がそのように限定されないことを認識するであろう。例えば、１つの代替的な実施
態様において、医療装置は、非埋め込み型電源及び制御源を有する、埋め込み型電極のよ
うに、部分的に埋め込み型であっても良い。もう１つの代替的な実施態様において、医療
装置は、経皮的刺激装置のように、完全に非埋め込み型であっても良い。
【００８７】
　本発明において使用できる埋め込み型医療装置１００は、特に迷走神経のような患者の
脳神経を刺激するための、患者における神経構造を刺激できる神経刺激器のような、種々
の電気刺激装置のいずれかを含む。埋め込み型医療装置１００は、脳神経刺激、及び特に
迷走神経刺激（ＶＮＳ）の点で記載されるが、当業者は、本発明がそのように限定されな
いことを認識するであろう。例えば、埋め込み型医療装置１００は、三叉神経及び／又は
舌咽神経のような他の脳神経、又は患者の１つ以上の脳構造、脊髄神経及び他の脊髄構造
のような他の神経組織の刺激に適用できる。１つの代替的実施態様において、本発明は、
脊髄刺激器（ＳＣＳ）に実装できる。もう１つの代替的実施態様において、本発明は、脳
深部刺激（ＤＢＳ）システムのような脳刺激器に実装できる。
【００８８】
　脳神経の一般に認められた臨床標識において、第１０脳神経は、脳１１５の幹に由来す
る迷走神経である。迷走神経は、頭蓋骨の孔を通って頭部、頸部及び体幹の部分に進む。
迷走神経は、頭蓋骨を出ると、左及び右分枝又は迷走に分岐する。左及び右迷走神経分枝
は、感覚及び運動神経線維の両方を含む。迷走神経の感覚神経線維の細胞体は、神経節群
において脳１１５の外側に位置するニューロンに取り付けられ、かつ迷走神経の運動神経
線維の細胞体は、脳１１５の灰白質内に位置するニューロン１４２に取り付けられる。迷
走神経は、末梢神経系（ＰＮＳ）の一部の、副交感神経である。脳神経の体性神経線維は
、意識的活動に関与し、かつＣＮＳを皮膚及び骨格筋に接続する。これらの神経の自律神
経線維は、無意識的活動に関与し、かつＣＮＳを心臓、肺、胃、肝臓、膵臓、脾臓及び腸
のような内臓器官に接続する。従って、迷走神経刺激（ＶＮＳ）を提供するために、患者
の迷走神経は、片側又は両側性に刺激でき、ここで刺激電気信号は、それぞれ迷走神経の
一方又は両方の分枝に適用される。
【００８９】
　埋め込み型医療装置１００は、刺激発生器１５０と、神経刺激を制御するためにそれに
操作可能に連結されたコントローラ１５５とを含むことができる。刺激発生器１５０は、
電気刺激１０５を発生させることができ、かつコントローラ１５５は、内因性神経信号１
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１０にバイアスをかけ、かつ電気神経刺激治療を患者に提供するために、電気刺激１０５
を脳神経１２０に適用するように構成できる。コントローラ１５５は、迷走神経を刺激す
るための電気バイアス信号を発生させるために、刺激発生器１５０に指示できる。
【００９０】
　電気刺激１０５を発生させるために、埋め込み型医療装置１００は、電池１６０と、メ
モリ１６５と、通信インタフェース１７０とを更に含むことができる。更に具体的には、
電池１６０は、充電式でも良い電源電池を含む。電池１６０は、電子操作及び刺激機能を
含む、埋め込み型医療装置１００の操作のための電力を提供する。電池１６０は、一実施
態様において、リチウム／塩化チオニル電池であっても良く、又はもう１つの実施態様に
おいて、リチウム／一フッ化炭素物電池であっても良い。メモリ１６５は、一実施態様に
おいて、操作パラメータデータ、状態データ等のような種々のデータ、並びにプログラム
コードを記憶できる。通信インタフェース１７０は、外部ユニットへ及び外部ユニットか
らの電子信号及び／又は情報の伝達及び受信を提供できる。外部ユニットは、埋め込み型
医療装置１００をプログラムできる装置であっても良い。
【００９１】
　埋め込み型医療装置１００は、単一の装置又は一対の装置であっても良く、移植され、
かつリード１３５に電気的に連結され、リード１３５は次に、例えば迷走神経の左及び／
又は右分枝上に移植される電極１４０に連結される。一実施態様において、電極１４０（
１－ｎ）は、一組の感知電極から分れた一組の刺激電極を含むことができる。もう１つの
実施態様において同じ電極が、刺激及び感知するために配備できる。電極の特殊なタイプ
又は組み合わせが、所与の適用のために、所望の通りに選択できる。例えば、迷走神経に
連結するために適した電極が、使用できる。電極１４０は、好ましくは双極性刺激電極対
を含む。当業者は、多くの電極の設計が、本発明において使用できることを認識するであ
ろう。
【００９２】
　電極１４０（１－ｎ）を使用すると、刺激発生器１５０は、疾患又は障害を有する患者
に治療的神経刺激を提供するために、電気パルスの所定のシーケンスを選択された脳神経
１２０に適用できる。非パルス化電気信号も、使用できる。選択された脳神経１２０は、
迷走神経であっても良いが、電極１４０（１－ｎ）は、直接的刺激のために患者の迷走神
経に移植するための少なくとも１つの神経電極を含むことができる。
【００９３】
　図１に示した埋め込み型医療装置１００の特定の実施態様が、図２に示される。そこに
示されるように、電極２２６及び２２８のような複数の電極を含むことができる電極アセ
ンブリ２２５は、本発明の例示的な実施態様により、迷走神経２３５のような神経幹に連
結できる。リード１３５は、近くの組織への縫合接続によって、胸部及び頸部の運動によ
り屈曲する能力を保持しながら、電極アセンブリ２２５に連結され、かつ固着される。電
極アセンブリ２２５は、内因性神経信号１１０を変調するために、電気信号を神経幹に送
達できる。電極２２６及び２２８を使用して、迷走神経２３５のような、選択された脳神
経は、患者の体２００内で刺激できる。
【００９４】
　外部プログラミングユーザインタフェース２０２は、神経刺激器２０５のような埋め込
み型医療装置１００を初期プログラムし、かつ／又は後で再プログラムするために、特定
の患者の医療従事者によって使用できる。神経刺激器２０５は、プログラム可能であって
も良い刺激発生器１５０を含むことができる。医師が、一連の電気インパルスの電気及び
時間調整パラメータのプログラムをできるようにするために、外部プログラミングシステ
ム２１０は、コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）装置、又は他の適切な計算装置のよ
うな、プロセッサベース計算装置を含むことができる。
【００９５】
　外部プログラミングユーザインタフェース２０２を使用すると、外部プログラミングシ
ステム２１０の利用者は、神経刺激器２０５をプログラムできる。神経刺激器２０５と、



(18) JP 2009-505689 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

外部プログラミングシステム２１０との間の通信は、当該技術分野において公知の種々の
従来の技術のいずれかを使用して達成できる。神経刺激器２０５は、信号が、ワンド（ｗ
ａｎｄ）のような外部プログラミングユーザインタフェース２０２と、神経刺激器２０５
との間で無線通信することを可能にする、（コイルのような）トランシーバを含むことが
できる。
【００９６】
　ヘッダ２２０内に電導性コネクタを有する、ケース２１５を有する神経刺激器２０５は
、例えばペースメーカパルス発生器が移植されるのと同じに、皮膚のすぐ下に移植外科医
によって形成されるポケット又は空洞内で、患者の胸部に移植できる。好ましくは電極対
を含む刺激神経電極アセンブリ２２５は、好ましくはリード線対を含み、かつヘッダ２２
０内でコネクタに近位端が取り付けられた、絶縁された導電性リード１３５の遠位端に導
電的に接続される。電極アセンブリ２２５は、患者の頸部において、迷走神経２３５に外
科的に連結される。電極アセンブリ２２５は好ましくは、全体が本明細書に参考として組
み込まれる、１９８６年３月４日にＢｕｌｌａｒａに交付された米国特許第４５７３４８
１号に記載された電極対のような、双極性刺激電極対２２６及び２２８を含む。当業者は
、多くの電極の設計が、本発明において使用できることを認識するであろう。２つの電極
２２６及び２２８は好ましくは、迷走神経の周囲に巻かれ、かつ電極アセンブリ２２５は
、１９９０年１２月２５日にＲｅｅｓｅ　Ｓ．Ｔｅｒｒｙ，Ｊｒ．に交付され、かつ本出
願と同じ譲受人に譲渡された、米国特許第４９７９５１１号に開示されたような、螺旋形
固定綱２３０によって神経２３５に固着される。
【００９７】
　一実施態様において、自己サイズ決定し、かつ可撓性である（上述のＢｕｌｌａｒａ特
許に詳細に記載された）電極アセンブリ２２５の開放螺旋状設計は、神経への機械的外傷
を最小化し、かつ体液が、神経と入れ替わることを可能にする。電極アセンブリ２２５は
、神経の形状と一致し、大きい刺激接触面積を可能にすることによって、低い刺激閾値を
提供する。構造的に、電極アセンブリ２２５は、白金、イリジウム、白金－イリジウム合
金及び／又は前述のものの酸化物のような導電材料の２つの電極リボン（図示せず）を含
む。電極リボンは、３ループ螺旋状アセンブリの２つの螺旋形ループを含むことができる
、２つの螺旋形電極のエラストマ本体部分の内面に個別に結合される。
【００９８】
　一実施態様において、リードアセンブリ２３０は、２つの導電素子が導電性電極リボン
の一方にそれぞれ連結される、２つの異なるリード線又は同軸ケーブルを含むことができ
る。リード線又はケーブルを電極に連結する１つの適切な方法は、１９９６年７月２日に
Ｓｔｅｖｅｎ　Ｍａｓｃｈｉｎｏらに交付され、かつ本出願と同じ譲受人に譲渡された、
米国特許第５５３１７７８号に表されたようなスペーサアセンブリを含むが、他の公知の
連結技術も使用できる。各ループのエラストマ本体部分は、好ましくはシリコーンゴムか
らなり、かつ第３ループは、電極アセンブリ２２５のための固定綱の役割を果たす。
【００９９】
　一実施態様において、埋め込み型医療装置１００（図１）の電極１４０（１－ｎ）は、
患者の体２００内のいかなる標的パラメータも感知又は検出できる。例えば、患者の迷走
神経２３５に連結された電極１４０は、内因性神経信号１１０を検出できる。電極１４０
（１－ｎ）は、電気信号（例えば内因性神経電気活動を示す電圧）を感知又は検出できる
。圧力変換器、音響要素、フォトニック要素（すなわち発光又は吸光）、血液ｐＨセンサ
、血圧センサ、血糖センサ、身体運動センサ（例えば加速度計）、又は患者の身体パラメ
ータを表す感知信号を提供できる他のいずれかの要素のような、他のセンサが、用いられ
得る。
【０１００】
　一実施態様において、神経刺激器２０５は、電気バイアス信号を連続的に、規則的な時
間間隔で（例えば５分毎）周期的に、又は不規則な時間間隔で（例えば、オンデマンド又
は概日リズムに従って）断続的に送達するようにプログラムできる。神経刺激は、パルス
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バーストとして知られる離散的刺激時間でパルス化電気信号として頻繁に送達され、それ
は、プログラムされた非ランダムかつ一定の電流、例えば１ミリアンペア、プログラムさ
れた周波数、例えば３０Ｈｚ、プログラムされたパルス幅、例えば５００マイクロ秒、プ
ログラムされたパルス極性、例えば電極２２６から電極２２８への電流の流れを、ある期
間、例えば３０秒、有する一連の制御パルスを構成する。刺激信号が送達される期間（実
施例において３０秒）は、本明細書においてオンタイムと呼ばれる。バーストは、もう１
つの期間、例えば５分によって、隣接バーストから概して分離される。刺激信号の送達の
間の期間（実施例において５分）は、本明細書においてオフタイムと呼ばれる。先行技術
の実施態様において、電流、パルス幅、極性、オンタイム及びオフタイムは、一定の、非
ランダム値としてプログラムされる。最初の数秒にわたる電流若しくは電圧、又はパルス
バース（ｐｕｌｓｅ　ｂｕｒｓｅ）のパルスのランピングは、全振幅でのバーストの初期
パルスを有することと関連し得る疼痛を回避するために時々用いられる。ランピング信号
は、様々であるが、非ランダムな値を有し、かつパルスバーストの残りは、一定でもあり
、かつ非ランダムでもある。複数の類似した隣接するパルス毎の間隔によって決定される
周波数はまた、一般的に一定値であるが、掃引又はランダムに設定された値を用いること
が、知られている。パルス毎の間隔は、本明細書において、パルス時間と呼ばれ、かつパ
ルス時間が隣接するパルス時間から独立しているという点で周波数とは異なるが、他方で
周波数は、定義上、複数の類似した隣接パルス時間を必要とする。
【０１０１】
　本明細書で使用されるような、連続信号は、明白なオンタイム及びオフタイムのない電
気信号を指す。連続信号は、一定又はランダムパルス時間又は周波数を有するパルス化信
号として、又は電流の流れにおいて全く中断がない純粋に連続した信号として（但し、電
流の大きさ及び極性のような他のパラメータは、信号内で変化することがある）、明白な
オンタイム及びオフタイムなしに送達できる。本明細書で使用されるような、非パルス化
信号は、オンタイム期間中の電流の流れが、電流の流れのない短い期間（概して数ミリ秒
又は数秒）によって分離されるパルス化信号とは異なるものとして、電流がオンタイム期
間中に常に送達される信号を指す。非パルス化信号が、（例えば刺激された神経組織の回
復／不応期間を可能にするために）プログラムされた、又はランダムなオンタイム及びオ
フタイムによって送達できることに、注意されるべきである。しかしながら、オンタイム
期間が、各オンタイム期間内の電流の流れにおいて中断を有さない限り、信号は、本明細
書で使用されるような非パルス化信号のままである。
【０１０２】
　電気バイアス信号の１つ以上のパラメータは、パルス毎、又は（非連続信号に関して）
バースト毎にランダムに変化することが可能にされ得る。ある実施態様において、パラメ
ータは、（同等にパルス列と呼ぶことができる）パルスバースト内で、又は（オンタイム
及びオフタイムが存在しない場合に）連続的に、パルス毎にランダムに変化できる。例え
ば、３０秒のオンタイムを有するパルスバースト内の全てのパルスの電流の大きさは、０
．５ミリアンペアの下限から２．０ミリアンペアの上限までランダムに変化することが可
能にされることができ、その後に５分のオフタイム期間が続き、その後にプロセスが反復
される。連続信号に関して、同じ又は異なるランダムな変化が、無期限に継続することを
可能にされ得る。他の実施態様において、パラメータは、パルスバースト毎にランダムに
変化することを可能にされ得るが、パルスバースト内では一定のままである。かかる変化
は、定義済みオンタイム及びオフタイムを有する非連続信号に関して適用されるだけであ
る。例えば、電流の大きさは、３０秒のオンタイムの間続く、（パルス列の開始及び／又
は終了時のいずれかのランピング機能を除き）バースト内の全パルスに関して一定値とし
て維持される、０．７５ミリアンペアとしてパルスバーストにランダムに割り当てられる
ことができる。２分のオフタイムに続き、１．２５ミリアンペアの新しい電流の大きさは
、第２パルスバーストに関してランダムに決定でき（又は上限と下限との間のもう１つの
値）、かつバースト内の全パルスに、同じ大きさが与えられる。パルス毎及びバースト毎
両方のランダム化は、少なくとも１つのパラメータが、パルス毎又はバースト毎にランダ
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ム値を含む限り、本発明の範囲内にあると考えられる。
【０１０３】
　バースト毎のランダム化に加えて、電気バイアス信号が、第１期間内の少なくとも１つ
のランダム値と、第２期間に関する非ランダム値とを含む、他の刺激療法が、用いられ得
る。信号がランダム化及び非ランダム化される交互期間が、提供できる。例えば、（第１
パルスバーストのオンタイムを含むことができるか、又は単に連続信号の定義済み第１部
分であっても良い）３０秒の第１期間において、パルス幅は、１００マイクロ秒～１００
０マイクロ秒の間でランダムに変化することが可能にされ得る。（第２離散的パルスバー
ストのオンタイム又は連続信号の定義済み第２部分を含むことができる）第２期間におい
て、パルス幅は、５００マイクロ秒の一定値として維持できる。このように、患者にとっ
て治療的な利点を有し、かつ／又は副作用を減少させる混合されたランダム及び非ランダ
ム信号が、提供できる。全てのかかる実施態様は、本発明の範囲内にあると考えられる。
【０１０４】
　神経刺激器２０５は、事象の検出で、又は対応する監視された患者のパラメータを示す
１つ以上のセンサから受信された信号に基づき患者へのプログラムされた治療を送達する
、他の発生で、電気バイアス信号を開始するようにプログラムできる。図１に示すような
電極１４０（１－ｎ）は、本発明の幾つかの実施態様において、電極アセンブリ２２５を
介して迷走神経２３５への電気刺激治療の投与を引き起こすために使用できる。刺激治療
を引き起こす又は開始するためのかかる感知された身体信号の使用は、以下で、投与の「
能動的」、「引き起こされた」又は「フィードバック」モードと呼ばれる。本発明の他の
実施態様は、治療送達を引き起こすために、センサを使用せずにプログラムされたオン／
オフ動作周期に従って、神経組織に適用される周期的、又は断続的な刺激信号を利用する
。このタイプの送達は、「受動的」又は「非フィードバック」治療モードと呼ばれること
ができる。能動的及び受動的の両方の電気バイアス信号は、組み合わせられるか、又は本
発明による単一の神経刺激器によって送達できる。一方又は両方モードが、監視中の具体
的な患者の場合に、診断される特定の障害を治療するために適切であっても良い。
【０１０５】
　刺激発生器１５０は、議会図書館、著作権原簿で、本出願の譲受人によって著作権で保
護されたタイプのプログラミングソフトウェア、又は本明細書の記載に基づく他の適切な
ソフトウェア、及び外部プログラミングシステム２１０と刺激発生器１５０との間の無線
周波数（ＲＦ）通信を容易にするプログラミングワンド（外部プログラミングユーザーイ
ンタフェース２０２）を使用してプログラムできる。ワンド２０２及びソフトウェアは、
神経刺激器２０５が移植された後、刺激発生器１５０との非侵襲性通信を可能にする。ワ
ンド２０２は、好ましくは内部電池によって駆動され、かつ通信のための充分な電力を示
すための「電源オン」灯を与えられる。データ伝達がワンド２０２と神経刺激器２０５と
の間に発生していることを示すために、他の表示灯が提供され得る。
【０１０６】
　一実施態様において、神経精神医学的障害のための電気神経刺激治療は、電気バイアス
信号を患者２００の迷走神経２３５に適用することによって投与できる。神経精神医学的
障害は、非限定的な例として、うつ病、強迫性障害（ＯＣＤ）、注意力欠損／活動亢進障
害（ＡＤＨＤ）、精神分裂症及び境界人格異常を含むことができる。このために、神経刺
激器２０５は、患者の首、すなわち頸部内で迷走神経刺激（ＶＮＳ）治療を提供できる。
神経刺激器２０５は、電極２２６及び２２８を介して、選択された脳神経に電気バイアス
信号を送達するために、手動により又は自動的に起動できる。神経刺激器２０５は、起動
された時にバイアス信号を連続的、周期的又は断続的に送達するようにプログラムでき、
かつ信号は、パルス化又は非パルス化されても良い。刺激を定義する少なくとも１つのパ
ラメータは、好ましくは定義済み範囲内のランダム値を含む。
【０１０７】
　図３に示すように、神経刺激器２０５は、確率的電気バイアス信号３０２を内因性神経
信号３００に適用でき、結果として本発明の１つの代表的な実施態様と一致する、迷走神
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経２３５のような選択された脳神経１２０内の内因性神経信号を強化するために確率的バ
イアスが加えられた変調信号３０５をもたらす。図３は、信号の様式化及び一般化された
表示であり、かつ本発明の概念を説明する。神経１２０は、１つ以上の神経線維からなる
ことができるので、図３の内因性神経信号３００及び確率的バイアスが加えられた変調信
号３０５は、個別の神経活動電位及び神経１２０によって脳１１５に通信される複合情報
量の一方又は両方を表すことができる。縦軸は、正規化された。結果として変調信号３０
５をもたらす確率的電気バイアス信号３０２の使用によって、脳１１５が、内因性神経信
号１１０内のさもなければ検出不可能な／解釈可能な電気情報を検出及び／又は解釈でき
るようになり得る。加齢、疾患、傷害、化学平衡失調及び他の障害は、情報運搬神経１２
０、情報解釈脳１１５及び／又は内臓器官のような、但しそれに限定されない身体２００
の情報生成領域の機能を低下させることがある。機能を低下させることは、神経活動の増
加及び／又は減少、及び／又は検出及び／又は解釈閾値を含むことができる。しかしなが
ら、確率的電気バイアス信号３０２の使用によって、内因性神経信号１１０を伝達又は処
理する脳神経、交感神経、副交感神経、脊髄及び／又は脳細胞内のニューロンの神経性能
が強化できる。
【０１０８】
　信号を定義するパラメータが非ランダムである電気信号を使用する代わりに、電気刺激
１０５は、定義済み範囲内でランダムに変化する（例えばホワイトノイズ）１つ以上のパ
ラメータ、例えば電流の大きさの範囲を含むことができる。少なくとも１つのランダムパ
ラメータを含む電気バイアス信号を、解釈閾値未満である内因性神経信号１１０に加える
ことによって、加えられたバイアスは、脳が内因性神経信号を解釈できる解釈閾値を、内
因性神経信号１１０が越えることを可能にする。図３に表すように、信号３００が、情報
を表し、かつ１の正規化レベルが、脳による活動としての解釈閾値を表すならば、信号３
００におけるピークは、閾値の僅かに下に留まる。バイアス信号３０２を加えることは、
結果として変調信号３０５をもたらし、その中でピークは閾値を越える。変調信号３０５
内のランダム変化自体は、脳によって「非情報」として無視される。しかしながら、閾値
を越えることは、周期的又は非周期的確率共鳴に基づき解釈される。バイアス信号は、解
釈可能な情報を効果的に「増加させた」か、又は脳の解釈閾値を「減少させた」。図３の
谷を参照すると、０の正規化レベルが、脳による不活動としての解釈閾値を表すならば、
信号３００における谷は、閾値の僅かに上に留まる。バイアス信号３０２を加えることは
、結果として閾値より下に越える変調信号３０５の谷をもたらす。バイアス信号は、解釈
可能な情報を効果的に「減少させた」か、又は脳の解釈閾値を「増加させた」。
【０１０９】
　１つ以上のランダムパラメータを有する信号の使用は、小振幅信号、すなわち内因性神
経信号１１０からの予想されたよりも大きな衝撃を達成し得るので、非線形系の性能を強
化するノイズのかかる使用は、確率共鳴と呼ばれる。すなわち、一般的に脳１１５は、時
間とともに完全に非ランダムな電気刺激に適応することができ、それに適応するか、無視
し始めることができ、脳が信号に適応するにつれて、有効性の損失に繋がる。しかしなが
ら、電気刺激１０５は、比較的小振幅によってランダム信号を既存の、内因性神経信号１
１０に導入及び／又は重ね合わせる。このようにして、神経刺激器２０５は、脳１１５が
迷走神経２３５のような選択された脳神経１２０から、内因性神経信号１１０を検出及び
／又は解釈できるようにすることができる。
【０１１０】
　１つの例示的実施態様によれば、脳１１５内のニューロン１４２が一定の、又は周期的
入力に適応できるので、刺激発生器１５０は、電気刺激１０５又は電気バイアス信号３０
２を発生させるために（固定バイアスの代わりに）相加性ノイズを使用できる。電気刺激
１０５又は電気バイアス信号３０２は、複合（多軸索、多目的）神経信号、すなわち内因
性神経信号１１０の解釈及び可用性を改良できる。迷走神経幹は、各々が一般的に一方向
にのみ、すなわち脳へ（求心性線維）又は脳から（遠心性線維）、電気信号を伝導する数
万の個別の神経軸索を含む。このようにして、内因性神経信号１１０は、脳１１５へ、か
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つ脳１１５から情報を伝達する多くの個別の神経線維の複合体を含む。それが搬送する大
量の神経情報のために、迷走神経２３５は、多様な情報収集を伝達するためのパイプライ
ン又は電気バスと考えられる。
【０１１１】
　理論によって拘束されずに、神経組織自体の内部の軸索の性能を改良する代わりに、刺
激発生器１５０は、内因性神経信号１１０に存在する情報を解釈する脳１１５の性能を改
良できる。従って、埋め込み型医療装置１００は、脳１１５によって知覚されるような、
既存の迷走神経信号、例えば内因性神経信号１１０の質、又は脳１１５による信号１１０
の解釈を改良できる。
【０１１２】
　何人かの患者において、迷走神経活動は、不十分なことがあり、その一方で他の患者に
おいて、迷走神経活動は、活動亢進なことがある。それ故に、比較的高いＶＮＳ刺激レベ
ルを単に提供することは、結果として必ずしも特定の患者にとって改良された有効性をも
たらさないことがある。しかしながら、確率共鳴バイアスを適用することによって、神経
刺激器２０５は、内因性神経信号１１０を脳１１５によって解釈可能な帯域内に至らせる
ために、内因性神経信号１１０にバイアスをかけることができる。（個別の線維のための
求心性活動電位を生成する）個別の感覚細胞の二進閾値の解釈とは異なり、神経刺激器２
０５は、内因性神経信号１１０を解釈の閾値下又は閾値上にするために、内因性神経信号
１１０にバイアスをかけることができる。神経刺激器２０５は、脳１１５への神経信号の
誤った解釈又は不規則な可用性を除去又は補正できる。
【０１１３】
　図４Ａ～図４Ｅを参照すると、波形の一実施態様は、本発明における使用に適した電気
刺激１０５又は電気バイアス信号３０２を示す。説明図は主に、パルス化電気信号を発生
させるために刺激発生器１５０によって使用できる、電流の大きさ、パルス幅、パルス時
間（すなわち隣接パルスの開始間の時間間隔）、及びパルス極性を含む、パルス化電気信
号を定義するために使用できる複数のパラメータの用語を明確にする目的で提示される。
他のパラメータ（図示せず）には、非連続信号のオンタイム及び信号オフタイムを含む。
本発明の実施態様において、電圧の大きさ、電流の大きさ、パルス幅、パルス時間、パル
ス極性、並びに（非連続信号に関して）信号オンタイム及び信号オフタイムの少なくとも
１つは、定義済み範囲内のランダム値を含む。脳１１５への神経信号の誤った解釈又は不
規則な可用性を明確にする、又は補正するために内因性神経信号１１０にバイアスをかけ
るための刺激発生器１５０の操作に関する定義済み範囲の例は、図４Ａ～図４Ｅを参照し
て記載され、それらは、神経刺激器２５０の出力部によって電極アセンブリ２２５に送達
されるパルス化出力信号波形の、理想的な表示での一般的性質を示す。１つ以上のバイア
スパラメータは、定義済み範囲内で変化するパルス化電気信号を発生させるために、刺激
発生器１５０によってランダムに発生することができる。
【０１１４】
　図４Ａは、本発明の実施態様によって提供される代表的なパルス化電気バイアス信号を
示す。電気バイアス信号は、オンタイム及びオフタイムによって定義される非連続信号で
あっても良いか、又は離散的パルスバーストのない連続信号（すなわち明白なオンタイム
及びオフタイムを含まない信号）を含むことができる。電気バイアス信号は、あるいは刺
激時間中に電流中断のない（連続又は非連続であっても良い）非パルス化信号を含むこと
ができる。連続であれ、非連続であれ、本発明は、１つ以上のバイアス信号パラメータが
、パルス列内の特定パルスに関して（パルス毎のランダム化）、あるいは隣接パルス列内
のパルスに関して（バースト毎のランダム化）のランダムに変更される信号を含む。バー
スト毎のランダム化は、オフタイム及び／又はオフタイムのみを変更することを含むこと
ができ、その場合にパルスの各々は、電圧、電流、パルス幅、パルス時間、又は周波数の
いずれかによって定義されるように、非ランダムであっても良いが、隣接パルスバースト
期間又はそれらを隔てる間隔は、ランダム時間間隔を含むことができる。
【０１１５】



(23) JP 2009-505689 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

　特に、図４Ａが示すように、神経刺激器２０５によって提供される電気バイアス電流信
号内の電気信号パルスは、それぞれ第１、第２及び第３ランダム振幅を有するパルスよっ
て示されるように電流振幅において、かつ／又はそれぞれ第１、第２及び第３ランダムパ
ルス幅を有するパルスによって示されるようにパルス幅においてランダムに変化すること
がある。例えば、パルスの電流の大きさは、ランダムであっても良く、かつ任意の電荷平
衡により、－３．０～３．０ミリアンペア、又は０．２５～１．５ミリアンペアのような
、－８．０ミリアンペア（ｍＡ）～８．０ミリアンペアの範囲内のいずれかの任意に定義
された範囲内で変化できる。同様に、パルス幅は、ランダムであっても良く、かつ５０～
７５０マイクロ秒又は２００～５００マイクロ秒のような、１マイクロ秒～１秒の範囲内
のいずれかの任意に定義された範囲内で変化できる。
【０１１６】
　電流の大きさ及びパルス幅に加えて、図４Ａは、幾つかの実施態様において、パルス極
性が、水平なゼロ電流線の上にピークを有するパルスによって示される第１極性と、ゼロ
電流線の下のピークによって示される第２の反極性との間でランダムに変化できることを
更に示す。図４Ａは、便宜上特定のパルスに関するいかなる電荷平衡成分も省略する。し
かしながら、各パルスが、受動的又は能動的電荷平衡成分を含むことができると、理解さ
れる。図４Ａは、第１、第２及び第３ランダムパルス時間を有する隣接パルス対によって
示されるように、電気パルスのパルス時間が、同様にランダムに変化できることを更に示
す。例えば、パルスのパルス時間は、ランダムであっても良く、かつ１マイクロ秒～１秒
の範囲内のいずれかの任意に定義された範囲内、例えば５０マイクロ秒～２００ミリ秒で
ランダムに変化できる。
【０１１７】
　図４Ａには示さないが、オフタイム及びオフタイムによって定義される非連続電気バイ
アス信号に関して、オンタイム及びオフタイムの一方又は両方は、定義済み範囲内でラン
ダムに変化できる。例えば、パルスバースト（又は非パルス化信号）を定義するオンタイ
ムは、ランダムであっても良く、かつ１秒～２４時間の範囲内のいずれかの任意に定義さ
れた範囲内でランダムに変化でき、かつパルスバースト又は非パルス化信号を定義するオ
フタイムは、同様にランダムであっても良く、かつ１秒～２４時間の範囲内のいずれかの
任意に定義された範囲内でランダムに変化できる。
【０１１８】
　図４Ａは、パルス化電気バイアス信号３０２のパラメータランダム化を記載するが、パ
ラメータの類似したランダム化が、非パルス化電気バイアス信号に提供できる。特に、パ
ルス幅又はパルス間隔によって定義されないが、非パルス化信号は、それにもかかわらず
、電流振幅及び電極極性の１つ以上によって定義でき、かつ非連続非パルス化信号は、オ
ンタイム及びオフタイムによって更に定義できる。前述のパラメータの１つ以上が、前掲
のパルス化信号に関して記載されたものと同じように、非パルス化信号に関してランダム
化できる。
【０１１９】
　ランダム化電気バイアス電流パルス化信号を発生させるために、刺激発生器１５０は、
図４Ｂ及び図４Ｃに示すように、バイアスレベル及び／又はバイアスパラメータ範囲をラ
ンダムに、かつ／又は周期的に変化させることができる。本発明の一実施態様によれば、
一方のバイアスレベルから他方のバイアスレベルまで、第１バイアスパラメータ範囲は、
第２バイアスパラメータ範囲に変化できる。刺激発生器１５０は、図４Ｂでゼロ平均を中
心とすることができる第１バイアスレベルを、図４Ｃに示した第２バイアスレベル又は平
均に調整又はシフトできる。例えば、バイアスレベルは、０ｍＡから０．７ｍＡに変化し
、かつバイアスパラメータは、０から＋０．５ｍＡに、かつ０から－０．５ｍＡから０か
ら＋０．２５ｍＡに、かつ０から－０．２５ｍＡに変動する。バイアスレベル又はバイア
スパラメータ範囲の調整は、疼痛閾値テスト又は医学的状態に基づくフィードバックによ
って決まることがある。
【０１２０】
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　図４Ｄ及びは、信号が、第１期間に関してランダム化信号と、第２期間に関して非ラン
ダム化信号とを含むことを示す。バイアスパラメータは、パルス毎にランダムであり、か
つランダム及び／又は周期的時間間隔にわたり定義済み範囲内で変化するが、その他の点
では非ランダムである信号特性を含むことができる。例えば、パルス時間、振幅、パルス
幅、極性及び／又はその組み合わせは、１秒から２４時間に変動する第１時間間隔に関し
て定義済み範囲内でランダムに変化できる。１つ以上のバイアスパラメータは、第１期間
中、第１及び第２時間範囲内でランダムに変化できる。例えば、パルス時間は、５０マイ
クロ秒～７５０マイクロ秒の値で３０秒の期間ランダムに変化できる。第２期間において
、パルス時間は、非ランダム値、例えば１分の期間に関して５００マイクロ秒を含むこと
ができる。他の実施態様において、ランダム化パラメータの範囲は、スプリット範囲を含
むことができる。例えば、電流の大きさは、０．２５～０．７５ミリアンペアの範囲内で
、かつ同様に１．２５～１．５０ミリアンペアの範囲内でパルス毎に変化することが可能
にできる。従って、電流は、０．７６ミリアンペア～１．２４ミリアンペアを含む値を除
き、０．２５ミリアンペア～１．５０ミリアンペアの間のいかなる値も含むことができる
。かかるスプリット範囲ランダム化は、何人かの患者にとって有益であることができ、か
つ本発明の範囲内にあると考えられる。
【０１２１】
　神経刺激器２０５によって提供されるランダム化電気バイアス電流信号は、特定の組織
を励起のために標的にするための種々の電極（以下に記載）の選択的起動を実行すること
に向けることができる。神経刺激器２０５によって提供される代表的なランダム化電気バ
イアス電流パルス信号は、図４Ａに記載され、そこでパルス信号のランダムに変化する極
性が、示される。一実施態様において、ランダムに変化する極性は、具体的な組織を標的
にする交流電極と併せて用いることができる。図４Ｅは、振幅変化及び極性変化に対応す
る、種々のランダム位相を提供するパルスを有する代表的なランダム化パルス化電気バイ
アス信号を示す。上記のように、パルスの位相は、種々の形状、及びゼロアンペアの電流
レベルを含む電流レベルをランダムに呈することができる。一実施態様において、ゼロ電
流を有する位相は、パルスの２つの電流送達位相の間の時間遅延として使用できる。
【０１２２】
　図４Ｅは、ランダム化電気バイアス信号を示し、かつ第１電荷Ｑ１に関する第１ランダ
ム振幅に対応する第１位相と、第２電荷Ｑ２に関する第２ランダム振幅に対応する第２位
相とを有する。図４Ｅに示した信号において、第２電荷Ｑ２は、第１電荷Ｑ１の負の値と
実質的に等しい。従って、電荷Ｑ１及びＱ２は、互いに平衡を保ち、電荷の能動的及び／
又は受動的放電の必要性を低減する。それ故、図４Ｅに示されるパルス信号は、電荷平衡
の、ランダム化電気バイアス電流パルス信号である。能動的及び／又は受動的放電を実行
する必要性を低減することは、電荷放電の低減からの省電力、少ない回路の要求等のよう
な種々の利点を提供できる。例えば、電気バイアス信号３０２を適用することは、電気バ
イアス信号３０２から生じた電荷の平衡を保つために、電荷平衡信号を適用することを含
むことができる。電気バイアス信号３０２に関して、パルスの電流の大きさは、ランダム
であっても良く、かつ－８．０ミリアンペア～８．０ミリアンペアの範囲内のいずれかの
任意に定義された範囲内で変化できる。種々の他のパルス形状が、本発明の実施態様によ
って提供されるランダム化電気バイアス信号の概念において用いることができ、かつ本発
明の範囲及び精神内に留まっている。
【０１２３】
　ここで図５を参照すると、神経刺激器２０５は、本発明の１つの例示的実施態様により
、電気刺激１０５又は電気バイアス信号３０２を迷走神経２３５に適用するために、患者
の体２００内に移植できる。神経刺激器２０５は、刺激発生器１５０と、電池１６０と、
メモリ１６５とを含む。一実施態様において、メモリ１６５は、電気バイアスパラメータ
データ４００と、バイアスルーチン４０５とを記憶できる。電気バイアスパラメータデー
タ４００は、変動する振幅、時間、極性及び／又は種々の形状を有するバイアスパラメー
タを含むことができ、かつ選択電極と併せて、神経伝導又は神経阻害を増加させるために
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患者の身体の種々の部分を過分極、減極、及び／又は再分極するために用いることができ
る。
【０１２４】
　バイアスルーチン４０５は、内因性電気神経活動の解釈を行うための電気神経刺激を可
能にする、電気刺激１０５又は電気バイアス信号３０２を発生させるために、ソフトウェ
ア及び／又はファームウェア命令を含むことができる。バイアスルーチン４０５は、ラン
ダム化電気バイアス信号を提供するために、ランダムデータ発生器４２５を使用できる。
例えば、電気バイアスパラメータデータ４００に基づき、ランダムデータ発生器４２５は
、ランダムバイアスパラメータデータ４００に対してバイアスルーチン４０５によって提
供されるランダム又は擬似ランダム数に対応するランダムデータ値又はデータ範囲を発生
させることができる。このようにして、刺激発生器１５０は、ランダム化電気バイアス信
号を発生させることができる。神経刺激器２０５は次に、所望の電気神経刺激治療を提供
するために、ランダム化電気バイアス信号を迷走神経２３５のような神経構造に適用でき
る。上記のように、内因性神経信号１１０にバイアスをかけるために、神経刺激器２０５
を利用して、減極に先立つ過分極が、神経線維及び／又は患者の身体の他の部分の神経刺
激の調整を可能にするために実行できる。
【０１２５】
　本発明の実施態様によれば、神経刺激器２０５は、通信インタフェース１７０を更に含
むことができる。外部プログラミングユーザインタフェース２０２と通信インタフェース
１７０との間の通信は、無線通信、又は一般的に図５で線４１０によって示される他のタ
イプの通信を介して発生できる。同様に、電池１６０の端子は、電源コントローラ４１５
の入力側に電気接続できる。電源コントローラ４１５は、神経刺激器２０５の種々の電子
及び刺激送達部分への電力潮流を制御及び監視するための回路と、プロセッサとを含むこ
とができる。電源コントローラ４１５内のプロセッサは、プログラムコードを実行するこ
とが可能であっても良い。一実施態様において、電源コントローラ４１５は、神経刺激器
２０５の電力消費を監視すること、及び適切な状態信号を発生させることが可能である。
【０１２６】
　神経刺激器２０５は、外部プログラミングユーザインタフェース２０２を使用して神経
刺激器２０５にプログラムできるパラメータに従って、神経組織に送達される電気刺激１
０５を定義する刺激コントローラ４２０を更に含むことができる。プログラムコードを実
行できるプロセッサを含むことができる刺激コントローラ４２０は、刺激発生器１５０の
操作を制御し、刺激発生器１５０は、一実施態様において、電気バイアス信号パラメータ
データ４００によって定義されるパラメータにより、電気刺激１０５を発生させ、かつリ
ードアセンブリ１３５及び電極アセンブリ２２５を介して患者に送達するために、ヘッダ
２２０上で電気コネクタにこの信号を提供する。
【０１２７】
　神経刺激器２０５は、電気バイアスパラメータデータ４００の値及び／又は範囲をラン
ダムに、かつ／又は周期的に発生させることができるランダムデータ発生器４２５を更に
含むことができる。ランダム及び／又は周期的値及び／又は範囲は、ガウス、ゼロ平均、
擬似ランダムノイズのような種々の電気ノイズ形状を提供し、かつ／又は刺激コントロー
ラ４２０によって定義されたバイアス刺激信号に従って、以上に論じたような他のいずれ
かのパラメータをランダム化するために使用できる。擬似ランダムノイズに関して、種々
の電気ノイズ形状の一部は、ランダムであり、かつ残りの部分は、ランダムである部分に
よって決まる。
【０１２８】
　補正又は明確にされる神経刺激のタイプに関係する電気バイアスパラメータデータ４０
０に基づき、刺激コントローラ４２０は、内因性神経信号１１０にバイアスをかけるため
に、神経刺激器２０５によって送達される特定のタイプの電気刺激１０５を選択するため
の制御信号を提供する。ランダムデータ発生器４２５は、電気バイアス信号として使用す
るための、ランダム化ノイズ信号のような、多数の電気ノイズ波形を発生させるために使
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用できるランダム化データを発生させることが可能である。ランダム化ノイズ信号は、ガ
ウス、ゼロ平均、擬似ランダムノイズのような種々のランダムノイズタイプを含むことが
できる。特定のノイズタイプは、特定の神経線維を標的とすること、前分極又は過分極を
実行すること等のような、種々の理由から使用できる。具体的なノイズタイプを選択する
ことによって、電流の大きさ又はパルス幅のような種々の属性が、調整できる。
【０１２９】
　ランダムデータ発生器４２５は、好ましくは時間調整装置と、ランダム化データを発生
させる他の電子回路とを含む。ランダムデータ発生器４２５は、制御された（すなわち一
定及び／又は非ランダム）電流の大きさ、制御されたパルス幅、制御されたパルス時間、
第１の定義済み範囲内で変化するランダムオンタイム、及び第２の定義済み範囲内で変化
するランダムオフタイムを含む複数のパラメータによって定義される、非連続パルス化電
気信号を含む電気バイアス信号の定義に使用する電気バイアス信号ランダム化データを発
生させることも可能である。他の実施態様において、電流の大きさ及びパルス幅の１つ以
上は、オンタイム及び／又はオフタイムによってランダム化できる。もう１つの実施態様
において、ランダムデータ発生器４２５は、制御された電流の大きさ及びパルス幅、並び
に定義済み範囲内で変化するランダムパルス時間の少なくとも１つを含む複数のパラメー
タによって定義される、連続パルス化電気信号を含む電気バイアス信号の定義に使用する
ランダム化データを発生させることが可能である。他の実施態様において、電流の大きさ
及びパルス幅の片方又は両方は、同様にランダム化できる。なおも更なる実施態様におい
て、ランダムデータ発生器４２５は、（ランダム化又は制御されても良い）電流の大きさ
、（ランダム化又は制御されても良い）パルス幅、（ランダム化又は制御されても良い）
極性、並びに任意に、制御又はランダム化されたオンタイム及び制御又はランダム化され
たオフタイムの少なくとも１つを含む複数のパラメータによって定義される、連続パルス
化電気信号を含む電気バイアス信号の定義に使用するランダム化データを発生させること
が可能である。
【０１３０】
　ここで図６を参照すると、本発明の実施態様における使用に適した刺激コントローラ４
２０が提供される。コントローラ４２０は、本発明の１つの例示的実施態様によれば、刺
激データインタフェース５１０と、刺激選択ユニット５２０とを含む。刺激データインタ
フェース５１０は、神経刺激パルスを定義するデータを受信でき、かつ刺激選択ユニット
５２０は、刺激コントローラ４２０によって実行される神経刺激のタイプを選択すること
が可能であっても良い。神経刺激のタイプの例には、（いずれかの１つ以上のパラメータ
のランダム化を含む）ランダム、擬似ランダム、及び周期的にランダム（すなわち、信号
がランダム化期間にランダム化され、かつ次に非ランダム化期間に非ランダム化される、
交互期間）を含む。
【０１３１】
　刺激データインタフェース５１０は、一実施態様において、神経刺激器２０５を含む、
埋め込み型医療装置１００の種々の他の部分と連動できる。例えば、刺激データインタフ
ェース５１０は、実行される特定のタイプの神経刺激をプログラムする、外部プログラミ
ングユーザインタフェース２０２から患者のデータを受信するための通信ユニット１７０
（図１）と連動できる。
【０１３２】
　一実施態様において、刺激データインタフェース５１０は、内因性神経信号１１０に適
用されるバイアス刺激のタイプに関するパラメータを提供できる、電気バイアスパラメー
タデータ４００からのデータをその上、受信できる。刺激データインタフェース５１０は
、刺激選択ユニット５２０にデータを提供でき、刺激選択ユニット５２０は次に、神経刺
激器２０５によって送達される特定のタイプの神経刺激を選択する。例えば、刺激選択ユ
ニット５２０は、外部プログラミングユーザインタフェース２０２及びバイアスルーチン
４０５（図５）を介して神経刺激のタイプを手動又はプログラムによって選択できる。
【０１３３】
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　一実施態様と一致して、刺激選択ユニット５２０は、プログラムコードを実行すること
が可能なプロセッサを含むハードウェアユニットであっても良い。代替的実施態様におい
て、刺激選択ユニット５２０は、ソフトウェアユニット、ファームウェアユニット、又は
ハードウェア、ソフトウェア及び／又はファームウェアの組み合わせであっても良い。刺
激選択ユニット５２０は、刺激データインタフェース５１０を介して外部プログラミング
ユーザインタフェース２０２からデータを受信でき、ユニット５２０が、神経刺激器２０
５による送達のために特定の電気バイアス信号３０２（図３）を選択することを促す。
【０１３４】
　一実施態様において、電気バイアスパラメータデータ４００は、感知された身体パラメ
ータ又は感知されたパラメータを示す信号を含むことができ、かつバイアスルーチン４０
５は、電気神経刺激が望ましいか決定するために、感知された電気神経活動を分析する、
ソフトウェア及び／又はファームウェア命令を含むことができる。電気神経刺激が望まし
いと、バイアスルーチン４０５が決定するならば、神経刺激器２０５は、適切な電気バイ
アス信号３０２を、迷走神経２３５のような神経構造に提供できる。
【０１３５】
　刺激コントローラ４２０は、ある種の実施態様において、活動検出器５２５を更に含む
ことができるが、純粋に受動的な刺激を提供する実施態様において、それは存在しないこ
とがある。活動検出器５２５は、電気神経刺激が望ましいか決定するために、電気神経活
動データを引き出す、患者パラメータ又は感知されたパラメータを示す信号を検出できる
。検出された患者パラメータは、医学的状態の表示又は事象の表示を提供できる。
【０１３６】
　感知電極対を使用して、例えば活動検出器５２５は、てんかん発作中の活動電位を検出
するために迷走神経２３５上の電圧変動を測定できる。電気神経刺激が望ましいと、活動
検出器５２５が決定するならば、活動検出器５２５は、バイアスルーチン４０５に、刺激
発生器１５０と併せて、迷走神経２３５上で電気バイアス信号３０２を内因性神経信号１
１０に発生させ、かつ適用させる。活動検出器５２５は、刺激コントローラ４２０に、迷
走神経２３５上で、検出された内因性神経信号１１０に基づき神経刺激器２０５によって
用いられる種々の電極を切り替えさせることもできる。（モジュールと呼ぶこともできる
）ブロック４０５～４２５の１つ以上が、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア
ユニット、又はそのいずれかの組み合わせを含むことができることが認識されるであろう
。
【０１３７】
　刺激コントローラ４２０は、電気バイアス信号３０２を患者に送達するための制御され
た電流信号を提供する電流源５３０も含む。電流源５３０は、一実施態様において、（以
下で記載するように）リードにわたるインピーダンスが変化するとしても、制御された電
流を提供することが可能であり、それにより電気バイアス信号３０２を神経刺激器２０５
から迷走神経２３５のような神経構造に送達する。その上、刺激コントローラ４２０は、
種々の極性及び電線を介して切り替えることが可能な交換網５３５を含むことができる。
例えば、交換網５３５は、種々の電極、すなわち神経刺激器２０５によって駆動できる電
極１４０（１－ｎ）を切り替えることができる。それ故に、刺激コントローラ４２０の特
定のサブモジュール（例えばサブモジュール５１０～５３５）を使用して、神経刺激器２
０５は、種々のノイズ形状、時間及び極性において電気バイアス信号を送達し、かつ種々
の組み合わせで、電極１４０（１－ｎ）の複数の電極内で神経刺激を調整することが可能
である。
【０１３８】
　ある種の実施態様において、埋め込み型医療装置１００は、図１～図５に記載された電
子機器が封入及び密封され得る、本体としてケース２１５を有する神経刺激器２０５を含
むことができる。導電性リード１３５の近位端に接続するための端子コネクタによって設
計されたヘッダ２２０は、本体に連結できる。本体は、チタンシェルを含むことができ、
かつヘッダは、透明アクリル、又はポリカーボネートのような他の硬質の生体適合性ポリ
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マー、又は人体への移植に適したいずれかの生体適合材料を含むことができる。ヘッダの
導電性リードアセンブリ２３０から突き出るリード１３５は、リード１３５を迷走神経２
３５の組織に取り付ける種々の方法を利用して、迷走神経２３５のような神経構造に連結
された、電極１４０（１－ｎ）の遠位端で連結できる。従って、電流の流れは、リード１
３５の１つの端子から、組織、例えば迷走神経２３５を介して電極２２６（図２）のよう
な電極に、電極２２８のような第２電極、及びリード１３５の第２端子に生じることがで
きる。
【０１３９】
　図７を参照すると、フローチャートは、本発明の１つの例示的実施態様による、患者の
脳１１５による解釈を可能にするか、又は改良するための、迷走神経２３５のような神経
構造における内因性神経信号１１０にバイアスをかける方法のステップを示す。最初に、
患者の解釈閾値を上昇させる、又は閾値を低下させるために信号を提供するか、決定をせ
ねばならない（ブロック７００）。神経刺激器２０５は、内因性神経信号１１０の全体的
レベルを上昇させる、又はそれを低下させる（すなわち脳１１５による神経活動の解釈閾
値を調整し、かつこのようにして、その解釈閾値を変更する）ように定義された電気バイ
アス信号を提供できる。そのために、神経刺激器２０５は、ランダム化電気バイアス信号
、制御電気バイアス信号又はランダム化もされ、制御もされる電気バイアス信号を発生さ
せるために使用できる。
【０１４０】
　解釈閾値を低下させることが望ましい場合、電気バイアス信号３０２は、内因性神経信
号１１０を効果的に増幅することによって解釈閾値を低下させるように、定義でき、かつ
神経構造に適用できる（ブロック７０５）。刺激発生器１５０は、値が定義済み範囲内で
変化する１つ以上のランダム化パラメータ、例えば内因性神経信号１１０を効果的に増幅
する、ランダム化された電流の大きさ、パルス幅、パルス時間、又はパルス極性を有する
電気バイアス信号３０２を提供できる。刺激発生器１５０は、電気バイアス信号３０２を
神経構造に、連続的、周期的又は断続的に適用できる。
【０１４１】
　他方で、解釈閾値を上昇させることが望ましい場合に、神経信号の全体的レベルを減衰
するように、電気バイアス信号３０２によって、内因性神経信号１１０にバイアスをかけ
ることができる。この実施態様において、埋め込み型医療装置１００は、脳が信号に適応
し、かつ「耳を貸さない」ことを可能にするように意図される電気バイアス信号を加え、
それにより内因性神経信号に関する脳の解釈閾値を上昇させる。このことは、ランダム化
又は非ランダム化信号を提供することにより行うことができ、かついずれのタイプの信号
が、適用されるべきであるかに関する決定がなされる（ブロック７１０）。
【０１４２】
　これを達成するための１つの方法は、制御された非ランダム化電気バイアス信号を提供
することによる（ブロック７２０）。非連続制御電気バイアス信号は、例えば、従来の迷
走神経刺激として当該技術分野において公知である。しかしながら、ある種の実施態様に
おいて、本発明は、神経構造に連続制御信号、すなわち定義済みオンタイム及びオフタイ
ムを有さない非ランダム信号を提供することを含むことができる。理論によって拘束され
ずに、離散的オンタイム及びオフタイムを回避することは、内因性神経信号のある部分を
無視することを脳に教示する際にそれらを提供し、それにより内因性神経信号１１０を解
釈するために脳に必要とされる活動の閾値を上昇させること、より効果的であり得る。し
かしながら、かかる信号に適応する脳の能力は、電極／神経の連結不良、刺激される構造
、又は１つ以上の脳構造への神経損傷、薬物及び他の要因を含む種々の要因のために、限
定又は損なわれることがある。
【０１４３】
　従って、解釈閾値を上昇させるための本発明の実施態様は、既存の非ランダム化神経刺
激療法よりも大きく、かつ／又は制御されたように見える信号を脳に提示するために、１
つ以上の信号のランダム化を使用できる（ブロック７１５）。１つのかかる実施態様にお
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いて、信号パラメータが、厳重に制御された間隔内でランダム化でき、例えば電気バイア
ス信号３０２は、電流の大きさが、１．０ミリアンペア～１．２５ミリアンペアでランダ
ム化される、パルス化非連続信号を含むことができるが、制御されたパルス幅、パルス時
間、並びにオンタイム及びオフタイムを有する。かかる信号は、ランダム化が、単純な１
．０ミリアンペアの信号よりも多種多様な神経軸索を補充できるので、それ程制御されな
い信号よりも、制御されていると脳に見られることがある。理論によって拘束されずに、
かかる限定されたランダム化方式は、疼痛のような副作用を最小化することに役立ち、か
つそれ故に患者が、以前用いられたよりも強力な信号に耐えることを可能にでき、それは
、本質的に一定の信号として、より脳に知覚可能であり、かつそれ故に適応反応を引き起
こし、解釈閾値を上昇させるので、このことは、部分的に可能であり得る。あるいは、内
因性神経信号が不活動レベルより上に留まるならば、ランダム化バイアス信号を加えるこ
とで、信号が不活動レベルより下に越えることを可能にでき、かつ不活動の適切な解釈を
可能にできる。
【０１４４】
　代替的実施態様において、電気バイアス信号は、ランダム及び非ランダム信号の両方を
含むことができる。例えば、非連続パルス化信号が使用される場合、１つ以上のランダム
化パラメータ、例えば電流、パルス幅、及び／又は周波数を有するパルスバーストは、第
１オンタイムで神経に提供でき、その後に制御された又はランダムなオフタイムが続き、
かつ非ランダムパルスバーストは、次に提供でき、かつ第２オンタイムで神経に適用でき
、その後に交互のランダム及び非ランダムパルスバーストが続く。（連続擬似ランダム刺
激を含む）いずれかの刺激パラメータにおける擬似ランダム変動も、用いることができる
。
【０１４５】
　更なる代替的実施態様において、電気刺激１０５は、求心性神経路又は神経線維内の内
因性迷走神経活動の（０～１００％の間の）一部が、伝搬しないように、すなわち遮断で
き、それにより内因性神経信号１１０を減衰させるように適用できる。電気刺激１０５は
、閾値下アノード電流を使用して活動電位を減速するためにも使用できる。これらの代替
的アプローチにおいて、電気バイアスは、全体的情報量を明確にするために、神経交通（
ｎｅｕｒａｌ　ｔｒａｆｆｉｃ）の一部の伝導を遮断するために、閾値下（すなわち、迷
走神経２３５上に活動電位を発生させるために必要なレベル以下）であっても良い。
【０１４６】
　内因性神経信号１１０の解釈閾値を上昇させるにせよ、低下させるにせよ、電気刺激１
０５の電気バイアス信号３０２は、受動的又は能動的に神経構造に適用できる。刺激を能
動的に引き起こすためにセンサを用いるか、又は純粋に受動的な刺激を使用するかの決定
は、潜在的動力費又は状態及び治療に基づく種々の有効性に基づくことができる。個々の
神経線維のための活動電位を発生させることは、一般的に「全か無か」の閾値に基づく現
象であるが、本発明の電気バイアス信号３０２は、迷走神経２３５のような神経１２０内
の数千の線維が考慮される時に、広い連続体にわたって調整を提供できる。結果として脳
による総体的（すなわちバイアスをかけられた）信号の改良された解釈をもたらす、神経
１２０又は神経幹内で所望のレベルのニューロン発火を生成するために、神経刺激は、神
経束内で時間的又は空間的加重を利用できる。
【０１４７】
　好適には、本発明による神経刺激器２０５は、状況により刺激強度を減少させても、既
存又は内因性迷走神経活動を明確にするために十分である電気バイアス信号を提供できる
。改良された神経刺激は、パターン化されるより確率的であり得るので、本発明による神
経刺激器２０５はまた、幾つかのＶＮＳ副作用を除去できる。既存又は内因性迷走神経活
動の感知又は検出は、電気刺激１０５を決定するために使用できるが、本発明の一実施態
様において、既存又は内因性迷走神経活動のかかる感知又は検出は、本発明の範囲を限定
するために使用されるべきでないことが理解されるべきである。
【０１４８】
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　図８を参照すると、本発明の１つの例示的実施態様による、電気バイアス信号３０２の
ような電気刺激１０５を、迷走神経２３５のような神経構造に適用するステップのフロー
チャート表示が、提供される。電気刺激１０５の適用は、患者の脳１１５が、内因性神経
信号１１０内の以前解読不能であった電気信号を解釈することを可能にでき、それにより
神経学的に伝達された疾患、状態又は障害を有する患者に治療を提供する。図６を参照す
ると、神経刺激器２０５内の活動検出器５２５は、患者の脳１１５に提供された、迷走神
経２３５のような神経構造内の内因性神経信号１１０の活動レベルを検出できる（ブロッ
ク８００）。バイアスルーチン４０５は、解釈のために内因性神経信号１１０にバイアス
をかけることを決定するために、電気バイアスパラメータデータ４００内に記憶された、
疼痛閾値のような閾値と、活動レベルを比較できる（ブロック８０５）。
【０１４９】
　決定は、電気バイアス信号が内因性神経信号を明確にし、又は補正するために望ましい
か、確認して、脳１１５によるその解釈を可能にするか、改良するために、神経刺激器２
０５に関してバイアスルーチン４０５によって行うことができる（決定ブロック８１０）
。神経刺激を調整する必要性が、表示されるならば、刺激発生器１５０は、電気バイアス
信号３０２を脳神経１２０のような神経構造に提供できる（ブロック８１５）。電気バイ
アス信号３０２の送達は、内因性神経信号１１０を明確にし、かつ／又は補正する感知さ
れた内因性神経信号活動レベルに基づき、内因性神経信号１１０にバイアスをかけること
ができる（ブロック８２０）。反対に、バイアスルーチン４０５は、電気刺激１０５が望
ましいか確認し続ける（決定ブロック８１０）。
【０１５０】
　図９を参照すると、フローチャートは、本発明の１つの例示的実施態様による、患者の
脳１１５による解釈を可能にするか、又は改良するために、迷走神経２３５のような神経
からの内因性神経信号１１０にバイアスをかけるステップを示す。そのために、刺激発生
器１５０は、ランダム化電気バイアス信号を発生させることができる（ブロック９００）
。内因性神経信号１１０の全体的レベルを上昇又は低下させるために、かつそれ故に脳に
よるその解釈閾値を変更するために、電気バイアス信号３０２は、迷走神経２３５に適用
でき、それは、理論によって拘束されずに、迷走神経内で多数の活動電位を発生させるこ
とができる（ブロック９０５）。活動検出器５２５は、センサとして１つ以上の電極１４
０（１－ｎ）を使用して、バイアスをかけられた内因性迷走神経活動を検出できる（ブロ
ック９１０）。刺激発生器１５０は、電気バイアスパラメータを調整でき、かつランダム
化電気バイアス信号を内因性神経信号１１０に連続的、周期的又は断続的に適用できる（
ブロック９１５）。
【０１５１】
　内因性神経信号１１０には、解釈閾値を低下させて、又は神経信号の情報レベルを効果
的に上昇（すなわち増幅）させることによって、バイアスをかけることができる。例えば
、神経刺激器２０５のような埋め込み型医療装置１００は、迷走神経２３５の内因性神経
信号にノイズを加えることができ、そのことは、結果として脳が内因性迷走神経活動を解
釈するために効果的に低下した閾値をもたらす。もう１つの実施態様において、内因性神
経信号１１０は、バイアスをかけた内因性迷走神経活動を使用して神経信号の全体的レベ
ルを減衰（すなわち低下）させることによってバイアスをかけることができる。この実施
態様において、埋め込み型医療装置１００は、神経活動を除去し、かつチャッタを減少す
ることによって解釈閾値を上昇させるために、阻害刺激を適用する。
【０１５２】
　一実施態様において、電気刺激１０５は、消費電力問題に対処して、連続低レベル確率
的刺激を含むことができる。同様に、求心性迷走神経ニューロンにバイアスをかけるため
の確率共鳴の使用は、結果として、てんかん及びパーキンソン病のような運動障害、うつ
病、双極性障害、不安症、強迫性障害、精神分裂症、自閉症及び注意力欠損／活動亢進障
害を含む神経精神医学的障害、過食症、肥満及び神経性食欲不振を含む摂食障害、物質中
毒、慢性疲労症候群及び睡眠発作のような睡眠障害、片頭痛及び群発頭痛のような疼痛状
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態、心的外傷後ストレス障害、痴呆を含むアルツハイマー病、敏捷性、眠気、記憶機能、
批判的思考、推理、発語、作業／教育性能、応答阻害、言語技能、解釈の理解を含む認知
障害、糖尿病を含む内分泌障害、運動過剰、低運動、クローン病、大腸炎を含む消化障害
、外傷性脳外傷、変性疾患、学習障害、運動及び協調疾患、心臓疾患、免疫系欠陥、肺及
び呼吸障害、並びに自律神経系によって影響を与えられる、又はそれに関するあらゆる障
害を含むが、それらに限定されない疾患及び／又は障害の宿主における治療改良をもたら
すことがある。
【０１５３】
　一実施態様において、利益が、経費を上回るならば、本発明の神経刺激器２０５は、疾
患、障害又は医学的状態の治療のためだけでなく、感知、又は神経機能の強化（例えば認
知技能）のためにも使用できる。更に、疾患の治療は、本発明の神経刺激器２０５の利益
を受けることができる。神経刺激器２０５によるＶＮＳ治療は、人体内の種々の神経のい
ずれにも適用できる。例えば迷走神経求心性刺激である。しかしながら、本発明の治療に
基づく電気バイアス信号３０２は、いかなる脳神経にも適用できる。その上、本発明の方
法及び装置は、ＣＮＳのいかなる部分、例えば脊髄及び／又は脳にも適用できる。
【０１５４】
　本発明の電気バイアス信号は、末梢神経系（ＰＮＳ）のいかなる部分にも同様に適用で
きる。神経刺激の様式は、確率共鳴（ＳＲ）単独、従来のＶＮＳ（すなわち非ランダム信
号）による確率共鳴、並びに確率共鳴及び他の形状の従来の神経刺激を含むことができる
。すべての形状の神経刺激に適用される、確率共鳴に基づくバイアスは、様々な疾患、障
害又は認知技能欠陥を患う患者の治療に有益であり得る。そのために、神経刺激器２０５
は、ＶＮＳ治療のための種々の形状のバイアス刺激を提供できる。このように、神経刺激
器２０５は、疾患、障害又は認知技能欠陥の治療を著しく改良できるか、又は内因性神経
情報のＣＮＳ解釈を改良するために、（非ランダム又はランダム）バイアス信号を使用す
ることによって強化された治療を提供できる。
【０１５５】
　しかしながら、幾つかの実施態様において、迷走神経刺激（ＶＮＳ）治療を提供するた
めに、患者の医学的状態は、神経刺激器２０５を使用して監視できる。電極１４０（１－
ｎ）のような感知タイプの電極が、迷走神経２３５に、又はその近くに移植できる。感知
電極１４０（１－ｎ）を使用して、患者の医学的状態は、検出でき、かつ関連データが、
所定の閾値レベルに対して測定できる。患者の医学的状態が、所与の期間にわたって所定
の閾値レベルを超えるならば、刺激発生器１５０は、治療電気バイアス信号を適用するた
めに、始動できる。治療電気バイアス信号３０２は、周期的に適用できるか、又は外部制
御装置を使用して、刺激発生器１５０を手動で起動することによる患者の介入の結果とし
て適用できる。
【０１５６】
　神経刺激器２０５の使用は、多くの神経学的、又は神経精神医学的条件でのＶＮＳ治療
の効力を改良できる。特に、ある感情が、患者の体２００内で内臓的変化及び情動性感情
（例えば不安症及びうつ病）を引き起こす感覚の求心性情報を運搬する迷走神経信号の脳
の解釈から生じる時、治療電気バイアス信号３０２は、所望の作用機序を提供できる。脳
へのこの神経情報の誤った解釈又は不規則な可用性を含む他の不安障害は、電気バイアス
信号を含む本発明の方法及び装置によって同様に治療できる。従って電気刺激１０５は、
適当な作用機構を所望の神経刺激に提供する方法で、内因性神経信号１１０にバイアスを
かけることができる。このように、神経刺激器２０５は、幾つかの神経学的、又は神経精
神医学的の医学的状態におけるＶＮＳ治療の効力を改良できる。
【０１５７】
　本発明は、本明細書の教示内容を利用できる当業者に明らかな、異なるが同等な方法で
修正及び実施できるので、以上に開示された特定の実施態様は、専ら例示的である。更に
、以下の請求項に記載された以外の、本明細書に示した構成又は設計の詳細への限定は、
意図されない。従って、以上に開示された特定の実施態様が、変更又は修正でき、かつす
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。従って、本明細書で求められる保護は、請求項に示される。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】本発明の１つの例示的実施態様による神経刺激により患者を治療するために、電
気刺激を神経幹の神経束内の１つ以上の神経線維に送達する埋め込み型医療装置の様式化
された略図である。
【図２】本発明の例示的実施態様による、外部プログラミングユーザインタフェースによ
って、電気刺激を迷走神経に提供するために患者の体内に移植された埋め込み型医療装置
の様式化された図である。
【図３】本発明の１つの代表的な実施態様と一致する、患者の脳が、求心性内因性神経信
号を解釈できるようにするために、本発明の神経刺激器が迷走神経に適用できるものを示
す適用された確率的バイアスを有する信号の様式化された略図である。
【図４Ａ－４Ｅ】本発明の種々の例示的実施態様による、図１及び２の埋め込み型医療装
置によって提供される種々のランダム化電気バイアス出力電流信号の図である。
【図５】本発明の１つの例示的実施態様による、電気バイアス信号を迷走神経に適用する
ための、図２の神経刺激器の様式化された略図である。
【図６】本発明の１つの例示的実施態様による、図４の刺激コントローラの様式化された
略図である。
【図７】本発明の１つの例示的実施態様による、埋め込み型医療装置からの神経刺激によ
って患者を治療する方法のフローチャート表示である。
【図８】本発明の１つの例示的実施態様による、患者の脳が、神経上の内因性神経信号を
解釈できるようにするために、バイアス刺激を迷走神経に適用する方法のフローチャート
表示である。
【図９】本発明の１つの例示的実施態様による、迷走神経からの内因性神経信号内の内因
性迷走神経活動が、神経刺激に基づく所望のレベルの解釈に関して、患者の脳で神経刺激
を明確にし、かつ／又は補正する方法のフローチャート表示である。
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