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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状のリード線本体であって、外側表面、基端部、先端部および前記リード線本体を
通過するように延びる中央の長手方向軸線を有する円筒状のリード線本体と、
　前記リード線本体の長手方向軸線に沿って配置される少なくとも１列の指向性電極とを
備え、前記指向性電極のうちの少なくとも１つは、（ａ）および（ｂ）のうちの少なくと
もいずれか一方、すなわち
　（ａ）前記長手方向軸線の反対側に面する前記電極の外側表面から前記長手方向軸線に
面する前記電極の内側表面に延びるアンカー用の穴であって、アンカー用の材料が前記ア
ンカー用の穴を通過して延びるとともに前記電極の前記外側表面を覆う、アンカー用の穴
、並びに
　（ｂ）（１）隆起部、（２）前記隆起部と一体的であるとともに前記隆起部から延び、
前記指向性電極を前記円筒状のリード線本体にアンカー固定する窪み部、および（３）前
記窪み部に少なくとも部分的に設けられるアンカー用の穴、
のうちの少なくともいずれか一方を備えることを特徴とする電気リード線。
【請求項２】
　前記少なくとも１列の指向性電極は、２列の指向性電極を含むことを特徴とする請求項
１に記載の電気リード線。
【請求項３】
　前記２列の指向性電極の各列は、３つの指向性電極を含むことを特徴とする請求項２に
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記載の電気リード線。
【請求項４】
　２つの一体的な電極をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の電気リード線。
【請求項５】
　前記２列の指向性電極は、前記２つの一体的な電極間に配置されることを特徴とする請
求項４に記載の電気リード線。
【請求項６】
　前記指向性電極のうちの少なくとも１つは、前記（ａ）の要素を備えることを特徴とす
る請求項１に記載の電気リード線。
【請求項７】
　少なくとも１つの一体的な電極をさらに備え、
　前記少なくとも１つの一体的な電極の各々は、少なくとも１つの対応する露出しない窪
み部によって相互に接続される複数の対応する隆起しかつ露出した部分を備え、
　前記少なくとも１列の指向性電極のうちの対応する各々の指向性電極の数は、前記少な
くとも１つの一体的な電極の各々の隆起部の数と等しく、
　前記少なくとも１つの一体的な電極の前記隆起部は、前記指向性電極に径方向に並べら
れることを特徴とする請求項１に記載の電気リード線。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの一体的な電極は、２つの一体的な電極を含み、
　前記少なくとも１列の指向性電極は、前記２つの一体的な電極の間に位置される２列の
指向性電極を備えることを特徴とする請求項７に記載の電気リード線。
【請求項９】
　前記指向性電極のうちの少なくとも１つは、前記（ｂ）の要素を備えることを特徴とす
る請求項１に記載の電気リード線。
【請求項１０】
　絶縁材料が前記窪み部を覆い、かつ前記アンカー用の穴内に延びるとともに通過するこ
とを特徴とする請求項９に記載の電気リード線。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのアンカー用の穴の各々は、部分的に前記隆起部に、かつ部分的に
前記窪み部に位置されることを特徴とする請求項９に記載の電気リード線。
【請求項１２】
　前記少なくとも１列の指向性電極は、
　前記リード線本体の長手方向軸線に沿って配置されるとともに、前記円筒状のリード線
本体の外側表面に配置される２つの指向性電極を含む、第１の列の指向性電極と、
　前記リード線本体の長手方向軸線に沿って配置されるとともに、前記円筒状のリード線
本体の外側表面に配置される３つの指向性電極を含む、第２の列の指向性電極と、
　前記リード線本体の長手方向軸線に沿って配置されるとともに、前記円筒状のリード線
本体の外側表面に配置される３つの指向性電極を含む、第３の列の指向性電極とを備える
ことを特徴とする請求項１に記載の電気リード線。
【請求項１３】
　前記第１の列の前記２つの指向性電極の各々は、１２０°の角度範囲に亘ることを特徴
とする請求項１２に記載の電気リード線。
【請求項１４】
　前記第２および第３の列の前記３つの指向性電極の各々は、９０°の角度範囲に亘るこ
とを特徴とする請求項１２に記載の電気リード線。
【請求項１５】
　一体的な電極をさらに備え、前記電気リード線は、前記円筒状のリード線本体に設けら
れるすべての電極のうちもっとも先端側に位置される少なくとも１つの指向性電極を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の電気リード線。
【請求項１６】
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　複数の個別の電極を提供する工程であって、前記複数の電極のうちの少なくとも１つは
それぞれ、少なくとも１つの対応する窪んだ保持棚を含む、複数の個別の電極を提供する
工程と、
　前記複数の個別の電極に一時的支持構造体をアンカー固定する工程であって、各電極は
少なくとも１つの窪んだ保持棚を有する、前記アンカー固定する工程と、
　リード線本体に電極および一時的支持構造体を配置する工程と、
　リード線本体に電極をアンカー固定するべく電極の少なくとも１つの保持棚上に電極の
少なくとも１つのアンカー用の穴を通して絶縁材料を流す工程と、
　一時的支持構造体を取り払う工程と、
を含むことを特徴とする電気リード線の製造方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの複数の電極の各々は、前記絶縁材料を流す工程において前記絶縁
材料が通過して流れる少なくとも１つのアンカー用の穴を含むことを特徴とする請求項１
６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記一時的支持構造体は、アンカー固定される際に前記複数の個別の電極を包囲するこ
とを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指向性電極をその上に有する、移植可能か又は挿入可能な電気リード線に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　脳深部電気刺激法、脊髄電気刺激法および神経電気刺激法のような神経変調療法は、治
療の他の形態が有効でない場合に、所定の神経学的な症状および不調のための治療の漸増
的に好ましい形態となっている。移植可能な神経学的な刺激システムは、苦痛、運動障害
、てんかん、うつ病および他の病状のような症状を治療するために使用される。神経変調
療法システムは、通常パルス発生器、および電気刺激リード線を含む。リード線拡張部も
使用可能である。電気刺激リード線は１つ以上の電極を有し、これらは患者の体内の所定
の部位内または所定の部位に近接して配置され、電気的エネルギーを患者の体内の目的の
部位に搬送する。いくつかの治療は、脳や脊髄の電気刺激を含む。更なる他の治療は、患
者の他の部位の電気刺激を含む。
【０００３】
　一例として、脳深部電気刺激法（ＤＢＳ）は、細胞活動を刺激するか抑制するべく脳の
所定の領域における神経構造体に電気刺激を伝達することを含む。刺激リード線は、磁気
共鳴（ＭＲ）撮像技術（あるいは他の撮像技術）および定位のガイダンスを使用して、脳
内の所望の位置に相対精度により移植される。ＤＢＳは、例えば慢性疼痛、パーキンソン
病および本態性振戦のような運動障害、てんかん、並びにうつ病および強迫障害のような
精神疾患の処置に有効になり得る。
【０００４】
　脳内、あるいは脊髄または神経のような他の神経の構造体内の刺激リード線の正確な配
置が重要である。いくつかの適用を考慮して、隣接した神経の組織を刺激することなく、
非常に小さな目的の部位に刺激を伝達するべく刺激リード線を位置決めすることが望まし
い。刺激が所望の目的の部位に正確に伝達されないと、隣接する領域も刺激され、これは
望ましくない副作用を引き起こし得る。
【０００５】
　Ｈｅｇｌａｎｄ等による特許文献１は、区分された少なくとも一列の電極の他、少なく
とも１つのリング電極を有する医療リード線を開示する。好ましい実施例は、２つのリン
グ電極および２列の区分される電極を含み、区分される電極の各列は、それぞれ３つまた
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は４つの電極を含む。リング電極は、リード線本体の周面全体のほぼ周囲を延びるように
形成され、また、区分される電極は、周面全体の一部のみの周囲を延びるように形成され
る。Ｈｅｇｌａｎｄは、第３欄第２７行乃至第３０行目において、区分される電極の列が
刺激のための好適な組織近傍に配置されない場合に、リング電極が刺激のためのフォール
バック機能として機能してもよいことを強調する。
【０００６】
　Ｂｏｒｋａｎ等による特許文献２は、一直線に並べられる指向性電極を有する刺激カテ
ーテルを開示する。指向性電極は、シースの周面の周囲を３０°乃至２７０°延びるもの
として示される。Ｂｏｒｋａｎは、指向性電極は、脊髄電気刺激法において、局所的な刺
激領域を提供し、且つ神経変調療法システムの所要電力を低減するため、好まれることを
開示する。好ましい実施例において、Ｂｏｒｋａｎは３つの一直線に並べられる電極を開
示し、これらは各々２７０°延びている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第７６６８６０１号明細書
【特許文献２】米国特許第６５１０３４７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　神経変調療法において使用される現在の電気リード線は、電荷を一様に長手方向に分布
させるものではなく、また、大きな電極表面領域による指向的な刺激を許容する。電荷の
非一様な長手方向の分布により、選択された電極によって生成される電場を予期すること
は、困難なものとなる。さらに、バンド電極はリード線本体を包囲するため、リード線本
体の周囲から故意でなく分離される可能性は低いが、指向性電極はリード線の周囲全体を
包囲して延びるものではない。したがって、部分的な電極、すなわち区分された電極とし
ても公知の指向性電極は、特に移植処置の間にガイドカニューレを通過するときに、リー
ド線本体から分離され得る。しかしながら、リード線の軸線に向かって内方に延びる保持
要素を備えた電極は、リード線本体の内方に導電体および／またはスタイレットルーメン
のような要素を収容するべくリード線の径の増加を要求してもよい。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施例において、電気リード線は、円筒状のリード線本体を備え、リード線本
体は、より詳細に後述する少なくとも１つの指向性電極、およびリード線本体の先端部に
配置され、より詳細に後述する少なくとも１つの一体的な電極を有する。好ましい実施例
において、少なくとも１つの指向性電極は複数の指向性電極であり、少なくとも１つの一
体的な電極は複数の一体的な電極である。所定の実施例において、複数の指向性電極は、
リード線の長手方向軸線に沿った指向性電極の列として配置される。所定の実施例におい
て、一体的な電極は、指向性電極と長手方向に並べられる露出した部分を有する。好まし
い実施例において、リード線は、３つの露出した部分を備える２つの一体的な電極を含み
、その３つの露出した部分は、各列が３つの指向性電極から構成される２列の指向性電極
と長手方向に並べられる。一体的な電極および指向性電極の列は、任意の順に並べること
ができる。例えば、３つの指向性電極からそれぞれ構成される２列の指向性電極は、各々
２つの一体的な電極間に配置可能であり（ここでは「１－３－３－１」構造と呼ぶ）、２
つの一体的な電極は、各列が３つの指向性電極からなる２列の指向性電極間に配置するこ
とができ（ここでは「３－１－１－３」構造と呼ぶ）、あるいは、一体的な電極および３
つの指向性電極の列は交互に配置することができる（ここでは「１－３－１－３」構造ま
たは「３－１－３－１」構造と呼ぶ）。
【００１０】
　本発明の別の態様において、リード線は、円筒状のリード線本体を備え、リード線本体
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はその先端部に複数の指向性電極を有する。好ましくは、指向性電極はリード線の長手方
向軸線に沿って３列に並べられる。指向性電極の列はそれぞれ、リード線本体の周面の周
囲に配置される複数の電極を含む。一実施例において、各列が３つの電極から構成される
２列の電極、および２つの電極から構成される１列の電極が設けられ、これらは任意の順
に並べられる。したがって、先端部における電極構造は、「３－２－３」構造、「２－３
－３」構造、あるいは「３－３－２」構造を有してもよい。
【００１１】
　別の態様において、リード線は以下の要素のうち任意の１つ、要素のすべて、あるいは
要素の任意の組み合わせを有する。直径が約０．７０ミリメートル（ｍｍ）乃至約１．５
ｍｍまでの円筒状のリード線本体。円筒状のリード線本体の外側表面に配置される少なく
とも１列の指向性電極であって、各指向性電極は、本体の周面の周囲の約９０°乃至１２
０°の角度範囲に亘る、指向性電極。約３０°乃至６０°だけ隣接した電極セグメントと
径方向に間隔を置いて設けられる各指向性電極。０．２５ｍｍ乃至２．００ｍｍだけ隣接
した電極と軸方向に間隔を置いて設けられる各指向性電極。約１．５ｍｍ２乃至３ｍｍ２

の表面積を有する各指向性電極。長さが約１．５ｍｍである各電極。外側表面に複数の露
出した部分を有する少なくとも１つの一体的な電極であって、一体的な電極の露出した各
部分は、リード線本体の周面の周囲の６０°乃至１２０°の角度範囲に亘る、一体的な電
極。
【００１２】
　一実施例において、指向性電極は、少なくとも１つの保持棚の所定位置に保持され、保
持棚は、電極と同じか異なる材料から形成される。保持棚は、例えばポリウレタンやシリ
コンのような絶縁材料によって覆われる電極の刺激面の端に一段として形成され、所定の
位置に電極をロックする。１つ以上の保持棚は、電極縁部の全周囲を包囲する必要はなく
、電極の先端および基端のみを包囲してもよい。
【００１３】
　別の態様において、指向性電極は、電極の周囲の一方の側に沿って間隙を形成するとと
もに電極の周囲の反対側にタブを有する保持棚をさらに含む。径方向に隣接する電極のタ
ブは、隣接した電極の保持棚間の接触が防止されるように間隙内に嵌入する。
【００１４】
　別の態様において、保持棚は、穴、メッシュ、溝、空隙を形成し、これにより絶縁材料
はこれらを通過可能であり、さらにリード線本体に対して電極をアンカー固定できる。電
極が移植時または使用時に不注意に取り払われないように、電極が完成品のリード線本体
に堅固に固定されることが好ましい。
【００１５】
　一実施例において、指向性電極は、絶縁材料が電極を捕捉するべく組み立てられると、
所望の位置に並べられるように、それぞれの配向に配置される。別の態様において、電極
は位置決めに先立って導電ワイヤに取り付けられてもよい。電極は、続いて電極の外側表
面に取り付けられる支持構造体、すなわち枠組みによってこの位置に保持される。一実施
例において、枠組みは電極の金属に類似の金属であり、電極に溶接される。別の態様にお
いて、枠組みはプラスチックであり、電極に取り付けられるかモールド成型される。いく
つかの実施例において、枠組みの取り付けは、電極の固定時に電極が枠組みにより所定の
位置に保持されるように一時的な固定または作業用の棚を要求する。
【００１６】
　一実施例において、枠組みの設計は、電極の外側表面に溶接されるロッドやワイヤ同様
単純なものである。別の態様において、枠組みはワイヤメッシュのような複雑な構造体で
あってもよい。
【００１７】
　一実施例において、組み立てられた電極は、リード線本体のコアとして機能する押し出
し成形されたチューブを覆うように摺動される。付加的な絶縁材料が、同様のプラスチッ
ク材料のホットリフローによって電極間の空間に付加される。別の態様において、組み立
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てられた電極は、型枠内に保持され、絶縁材料は電極間で空間内に押し込まれる。絶縁材
料を付加する工程において、材料は、棚または穴のような電極の保持要素を捕捉し、これ
によりリード線本体上の所望の位置に電極を取り付ける。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】１－３－３－１構造において、その上に指向性電極および一体的な電極を配置し
たリード線の先端部を示す斜視図。
【図２ａ】実施例において、３つの隆起部を有する一体的な電極を示す斜視図。
【図２ｂ】図２ａの一体的な電極を示す断面図。
【図３ａ】別例において、空隙を形成する一体的な電極を示す斜視図。
【図３ｂ】図３ａの一体的な電極を示す断面図。
【図４ａ】別例においてコネクタを有する一体的な電極を示す斜視図。
【図４ｂ】図４ａの一体的な電極を示す断面図。
【図５ａ】別例において、１つの隆起部を有する一体的な電極を示す斜視図。
【図５ｂ】図５ａの一体的な電極を示す断面図。
【図６ａ】実施例において、１つの円形の隆起部を有する一体的な電極を示す斜視図。
【図６ｂ】図６ａの一体的な電極を示す断面図。
【図７】３つの周方向の指向性電極からなる列の他、リード線の本体を通過する導体ワイ
ヤ用ルーメンを示す断面図。
【図８】２－３－３構造において、その上に指向性電極を配置したリード線の先端部を示
す斜視図。
【図９】２つの周方向の指向性電極からなる列の他、リード線の本体を通過する導体ワイ
ヤ用ルーメンを示す断面図。
【図１０】実施例において、アンカー用穴が貫通して形成される保持棚を有する指向性電
極を示す斜視図。
【図１１ａ】別例において、周面全体の周囲に保持端を有する指向性電極を示す斜視図。
【図１１ｂ】図１１ａの指向性電極を示す平面図。
【図１２】別例において、一方に間隙を形成し、他方にタブを有する保持棚を備える指向
性電極を示す斜視図。
【図１３】リード線本体に電極を取り付けるための３つの周方向の電極を備えた支持構造
体を示す断面図。
【図１４】図１３に示す支持構造体および３つの周方向の電極を示す斜視図。
【図１５】一時的な支持構造体内に部分的な電極を位置決めし、組み立てるために使用可
能な据付器具を示す斜視図。
【図１６】図１５の据付器具を示す正面図。
【図１７】リード線本体上に組み立てられる電極および支持構造体を示す斜視図。
【図１８】支持構造体を備えた図１７のリード線を示す斜視図。
【図１９】リード線本体に取り付けられた部分的な電極を備えたリード線アセンブリを示
す斜視断面図。
【図２０】本発明の別例において、リード線上に組み立てられる円形の電極の刺激面を示
す図。
【図２１】本発明の製造方法を使用して、リード線本体に電極をアンカー固定するために
取り付けられた支持構造体を備えた図２０の円形の電極を示す斜視図。
【図２２】リード線本体の表面上の位置に組み立てられる図２０の円形の電極を備えた完
成したリード線本体を示す部分斜視図。
【図２３】本発明の別例における製造方法を使用してリード線本体に電極をアンカー固定
するために取り付けられた支持構造体を備えた２つの円形の電極を示す斜視図。
【図２４】本発明に開示される製造方法を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　本発明は、後述する詳細な説明、および例示のみを目的とし本発明の範囲を限定するも
のではない添付の図面からより完全に理解されるようになるであろう。
　本発明は、その先端部に配置した少なくとも１つ、好ましくは複数の指向性電極を有す
る円筒状のリード線本体を含む電気リード線を提供する。更に、所定の実施例において、
電気リード線はその上に配置される少なくとも１つの、好適には複数の一体的な電極を備
える。ここに使用されるように、「指向性電極」なる語はリード線本体の電極を示し、こ
の電極は、リード線本体の周面の周囲を３６０°未満延びている。ここに使用されるよう
に、「一体的な電極」なる語は、使用時に環境に露出されるリード線の外側表面の少なく
とも一部分、および絶縁材料によって覆われる少なくとも一部分を有する電極を示し、全
ての露出される部分は、動力が供給されると一体的な電極が一体的に活性化されるように
、リード線の外側表面の下方に電気的に接続される。
【００２０】
　図１は、実施例において、複数の列３０の指向性電極、および複数の一体的な電極４０
ａ，４０ｂを有する円筒状のリード線本体２０からなる電気リード線１０を示し、電極４
０ａ，４０ｂは、リード線本体２０の長手方向軸線に沿って配置される。図１において、
リード線本体２０の先端部のもっとも先端側の電極４０ａおよびもっとも基端側の電極４
０ｂは、一体的な電極であり、２つの列３０の指向性電極がこれらの間に配置される。本
実施例において、指向性電極の列３０はそれぞれ、リード線の周囲に周方向に配置される
３つの電極を含む。図示の指向性電極の先端側の列は電極３０ａ、３０ｂ、および３０ｃ
を備え、指向性電極の基端側の列は電極３０ｄ、３０ｅ、および３０ｆを備える。
【００２１】
　図２Ａおよび図２Ｂは、実施例において、絶縁材料によって覆われる少なくとも一部分
が３つの窪み部である一体的な電極４０ａを示す。具体的には、本実施例において、一体
的な電極４０は３つの隆起部４１、４３、４５、並びにこれらの隆起部４１、４３、４５
の間に配置される３つの窪み部４２、４４、４６を有する。図２Ｂに視認されるように、
窪み部４２、４４、４６は各々隆起部の外側表面４８ａに対して窪みを設けられる外側表
面４７ａ、および隆起部の内側表面４８ｂと連続している内側表面４７ｂを有し、これら
により、一体的な電極の内側表面が円滑なものとなる。リード線における組み立てに先立
って、一体的な電極４０は、電極材料が３６０度を包囲する点においてバンド電極と類似
する。しかしながら、一体的な電極４０が製造時にリード線に載置される場合に、絶縁材
料は、完全にこれらの部分を覆う窪み部４２、４４、４６を覆うように流れる。したがっ
て、組み立て後に、隆起部４１、４３、４５のみが、組織に暴露されるとともに、組織に
接する。リード線上の組み立て後に、一体的な電極は、３つの指向性電極の列に類似する
が、３つの露出された部分が電気的に一体的に接続され、かつ駆動されると１つの電気回
路として一体的に駆動するため、すべての３つの露出した部分４１、４３、４５は本質的
に単一の電極と考えられる。
【００２２】
　図１に示すように、１つの好ましい実施例において、一体的な電極の隆起部４１、４３
、３５は、指向性電極３０ａ、３０ｂ、３０ｃと長手方向に並べられる。指向性電極の設
定が同じである場合に、この整列により、電荷の長手方向の一様な分布が可能となり、こ
れにより、電荷の分布の対称性が保持され、扱う人が活性化するべき電極を選択している
ときに、電場がどのように視認されるかより容易に予測することができる。しかしながら
、別例において、一体的な電極の隆起部は、一体的な電極の露出した部分が指向性電極と
並べられないように、指向性電極に対して回動可能である（つまり、一体的な電極および
指向性電極の露出した外側表面は交互に配置される）。指向性電極が陰極として機能し、
一体的な電極が陽極として機能する場合に、上述したように電極がすべて長手方向に並べ
られると、電流は長手方向に流れるであろう。そうでなければ、指向性電極が一体的な電
極の露出した外側表面に並べられない場合に、電流は、一体的な電極の露出した表面の方
向に偏移して長手方向に流れるであろう。したがって、扱う人が電流をリード線本体の周
囲の偏移した長手方向に移動させることを要求する場合に、一体的な電極を露出した表面
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および指向性電極が長手方向に並べられない実施例が好ましい。
【００２３】
　一体的な電極が３つの隆起部および３つの窪み部を含む必要はないものといえる。一体
的な電極は１つ以上の隆起部および１つ以上の窪み部を含むことができる。
　図３Ａおよび図３Ｂは、別例において、絶縁材料によって覆われる少なくとも一部分が
２つの窪み部である、一体的な電極５０を示す。第１の実施例と同様に、一体的な電極５
０は３つの隆起部５１、５３、５５を有するが、２つの窪み部５４および５６のみを有す
る。図３Ｂに視認されるように、窪み部５４、５６は各々隆起部の外側表面５８ａに対し
て窪みを設けられる外側表面５７ａ、および隆起部の内側表面の５８ｂと連続している内
側表面５７ｂを有し、これらにより、一体的な電極の内側表面が円滑なものとなる。一体
的な電極は、隆起部５１と５３との間に第３の窪み部ではなく空間５２を形成する。その
ような空間は、一体的な電極を型押しするか、リード線を包囲するか、導体ワイヤを空間
内にて結合することができるため、製造時に効果的である。したがって、一体的な電極５
０は３６０°完全に延びるものではないが、Ｃ字状に形成される。一実施例において、空
間５２は、約３０°の角度範囲に亘り、電極は約３３０°周方向に延びる。しかしながら
、空間５２のための他の寸法が可能である。一体的な電極５０が製造時にリード線に載置
される場合に、絶縁材料は、完全にこれらの部分を覆う窪み部５４、５６を覆うように流
れる。したがって、組み立て後に、隆起部５１、５３、５５のみが露出され、組織と接触
可能である。
【００２４】
　図４Ａおよび図４Ｂは、別例において、絶縁材料によって覆われる少なくとも一部分が
３つの接続部を備える、一体的な電極６０を示す。第１の実施例と同様に、一体的な電極
６０は３つの隆起部６１、６３、６５を有するが、窪み部を有さない。隆起部６１、６３
、６５の各々間に、間隙６２、６４、６６が設けられる。３つの隆起部をともに活性化さ
せるべく、３つの隆起部は、少なくとも２つのコネクタによって電気的に接続される。例
えば、隆起部６１および６３は、第１のコネクタ６８によってともに接続される。隆起部
６５および６３は、第２のコネクタ６９によってともに接続され、隆起部６１および６５
は、第３のコネクタ７０によってともに接続される。コネクタ６８、６９、７０は、電導
性ワイヤ、タブ、拡張あるいは他の手段であり、これらにより、隆起部が電気的に接続さ
れる。図４Ｂに示すように、コネクタ６８、６９、７０は、リード線の組み立て時に絶縁
材料によって完全に覆われるように隆起部に対して奥に引っ込められる。別例において、
２つのコネクタのみが設けられてもよい。すなわち、一体的な電極は３つの隆起部および
３つのコネクタを含む必要はない。一体的な電極は２つ以上の隆起部および２つ以上のコ
ネクタを含むことができる。しかしながら、一体的な電極６０が組み立て時にリード線に
載置される場合に、絶縁材料は、完全にこれらの部分を覆うコネクタ６８、６９、７０を
覆うように流れる。したがって、組み立て後に、隆起部６１、６３、６５のみが露出され
、組織と接触可能である。
【００２５】
　上述したように、一体的な電極は典型的な実施例において３つの隆起部を有すると開示
したが、隆起部は任意の数であってもよい。単一の隆起部（後述する）を備えた一体的な
電極７０および８０は、指向性電極の利点をすべて有するが、電極がリード線本体周面全
体をほぼ包含することができるので、リード線本体上により容易に固定可能である。
【００２６】
　図５Ａおよび図５Ｂは、別例において、１つの隆起部７１のみを有する一体的な電極７
０を示す。図示のように、一体的な電極は３６０°の角度範囲に亘るが、これに代えて、
一体的な電極は２７０°乃至３６０°の角度範囲、あるいは２７０°未満の角度範囲に亘
ってもよい。単一の隆起部７１は、好適に３０°乃至１２０°の角度範囲に亘り、電極の
隆起部に対して残部７２が窪ませられ、組み立て時に絶縁材料によって覆われる。図５Ｂ
に視認されるように、隆起部７１は残部７２の外側表面７８ａに対して隆起される外側表
面７７ａ、および残部７２の内側表面７８ｂと連続している内側表面７７ｂを有し、これ
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らにより、一体的な電極の内側表面が円滑なものとなる。図示の隆起部７１は矩形である
が、任意の好適な形状が可能である。
【００２７】
　図６Ａおよび図６Ｂは、別例において、円形の隆起部を有する一体的な電極８０を示す
。一体的な電極８０は、例えば円形の隆起部８１のような、電極の周囲の全長に亘って延
びるものではない単一の隆起部８１を含み、より近接して所定の範囲を目的とする。隆起
部８１は、任意の寸法や形状であり、電極の隆起部に対して残部８２が窪ませられ、組み
立て時に絶縁材料によって覆われる。図６Ｂに視認されるように、隆起部８１は、残部８
２の外側表面８８ａに対して隆起される外側表面８７ａと、残部８２の内側表面８８ｂと
連続している内側表面８７ｂとを有し、これらにより、一体的な電極の内側表面が円滑な
ものとなる。
【００２８】
　図７は、３つの指向性電極からなる列３０の他、電極に接続する導体ワイヤ用ルーメン
を示す、リード線の断面図である。指向性電極の列は連続的な電極表面を形成するもので
はなく、電極表面は、相互に電気的に絶縁される複数の個別の電極に区分される。個別の
指向性電極は、できるだけ小さな角度からリード線本体のほとんど全体に至るまでの、長
尺状リード線の本体の外側の周囲の角距離の範囲内にある。図７は、一実施例において、
指向性電極３０ａ乃至３０ｃが円筒状本体２０の周囲を湾曲し、これにより電極が各々リ
ード線本体２０の周面の周囲を約９０°の角度範囲に亘り、電極がそれぞれ隣接した電極
とは約３０°径方向に離間することを示す。図７に、各電極から導体を受け入れるための
８つのルーメン８と、スタイレットあるいは他の器具を受容するための中央ルーメン６と
をさらに示す。指向性電極３０ｄ乃至３０ｆの付加的な列３０は、同様の径方向の距離お
よび径方向の間隔を有する。電極の径方向の距離および径方向の間隔のための他の構造も
考えられる。指向性電極の２つのみの列３０が図１に示されるが、多数の列が考えられる
。さらに、図示の各列は、３つの電極のみを含むが、電極の列は、３つ以上または以下の
電極（例えば２つの電極）を含んでもよい。好ましい実施例において、隣接する列におけ
る指向性電極は、リード線本体の長手方向軸線に対して相互に並べられるが、これに代え
て相互に対して回動されてもよい。
【００２９】
　図８は、別例において、複数の列の指向性電極を有する円筒状のリード線本体２００か
らなる電気リード線１００を示し、複数の列の指向性電極は、リード線本体２００の長手
方向軸線に沿って配置される。指向性電極の２つの列３００がリード線本体の周囲に周方
向に配置される３つの電極３００ａ乃至３００ｃおよび３００ｄ乃至３００ｆをそれぞれ
含み、指向性電極の１つの列４００は、リード線本体の周囲に周方向に配置される２つの
電極４００ａ、４００ｂを含む。図９の断面図に視認されるように、電極４００ａ、４０
０ｂは各々約１２０°の角度範囲、およびこれらの間の約６０°の角度範囲に亘る。電極
３００ａ乃至３００ｆは、上述した電極３０ａ乃至３０ｆと同様に、各々約９０°の角度
範囲、およびこれらの間の約３０°の角度範囲に亘る。
【００３０】
　指向性電極を備えたリード線を製造する場合の一考察は、指向性電極が使用時にリード
線本体から分離されることを防止することにある。ここに開示されるような棚を備えた指
向性電極の一効果は、その内側表面の真下に、タブや他の保持機構のための付加的な空間
を必要としないということにある。いくつかの実施例において、特にリード線本体が屈曲
にさらされる場合に、指向性電極がリード線本体から分離されることを防止するために十
分な保持力を提供するべく後述するように棚に穴、メッシュ、あるいはチャネルを形成す
ることが望ましい。絶縁材料は、保持棚の上の、保持棚の穴による、および保持棚の真下
の逆流あるいは射出成形のような様々な方法にて組み立てられてもよい。したがって、電
極の少なくとも一部分は、電極がリード線本体から分離することを防止するべく正のロッ
クを形成して、絶縁材料によって包囲される。
【００３１】
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　図１０は、実施例において、保持棚および任意のアンカー用穴を備えた指向性電極３０
ａを示す。本実施例において、電極は露出した電気表面、すなわち隆起部１２、および保
持棚１４、１６を含む。保持棚は、電極３０ａの先端および基端に位置する。本実施例に
おいて、電極３０ａは、隆起部１２、および保持棚１４、１６によって形成される任意の
貫通するアンカー用穴１５をさらに含む。各アンカー用穴は、例えば０．００１「乃至０
．０２０」の径を有する。図１０は、隆起部１２の基端、および保持棚１６の先端によっ
て相互に形成される２つの穴１５、並びに隆起部１２表面の先端および保持棚１４の基端
によって相互に形成される２つの穴１５を示す。保持棚１４、１６および穴１５はリード
線上で適所に指向性電極を保持するべく機能する。リード線が組み立てられるときに、絶
縁材料は保持棚１４、１６の上方を流れるとともにこれらを完全に覆い、穴１５内に流れ
込み、これを通過する。穴が製造時にリード線本体に指向性電極を固定することに寄与す
る限り、本発明は、穴の数、形状、径や位置に制限されるものではない。付加的に、本実
施例において示すように、穴は電極の隆起部１２表面と積層されてもよく、完全に電極の
保持棚や隆起部によって形成されることに制限されるものではない。別例はスロット、角
穴、段状または角度をなす穴、あるいは棚がメッシュ表面と考えられ得る多数の穴を含む
。
【００３２】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、別例における指向性電極５００を示す。指向性電極５００
は露出した電気表面、すなわち隆起部５１２、および隆起部５１２の周面の周囲を延びる
保持棚５１８を含む。保持棚５１８は導電性を備えることを要求されないが、単純に製造
するために電極上の要素として機械加工されてもよい。棚深さおよび幅は、リード線本体
がさらされてもよい所定の適用の所定の応力および圧力によって決定される。棚深さは、
適所に保持棚を保持するために保持棚を覆う絶縁材料の厚みを決定してもよい。図１１Ｂ
に示すように、本実施例において、棚５１８は、棚は一端に沿って、あるいは一端の一部
に沿ってのみ延びる必要があるが、露出した電気表面の全周面の周囲を延びる。隆起部５
１２は、保持棚５１８の外側表面に対して隆起される外側表面と、保持棚の内側表面と連
続している内側表面とを有し、これらにより、一体的な電極の内側表面が円滑なものとな
る。本実施例において、隆起部５１２の最も外側の表面の輪郭はリード線本体の外側表面
の径と等しい径を有するように形成され、保持棚５１８表面の輪郭は隆起部の外側表面と
平行な弧を形成するように形成される。保持棚は隆起部と平行である必要はないが、絶縁
材料の一様な覆いを形成することが望ましい。別例において、保持棚に多数の溝や穴が設
けられてもよく、この場合において、保持棚は平行な輪郭を形成しない。
【００３３】
　図１２に、別例におけるリード線アセンブリ上に組み立てられる３つの指向性電極を示
し、リード線本体、導体、および他の要素はこの図に示さない。本実施例において、３つ
の指向性電極３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、放射状に配向される刺激を生ずるために
リード線本体１００上に放射状に組み立てられる。実施例において、電極３００ａは隆起
部６１２、および基端側の棚１９および先端側の棚２０のような保持棚を含み、隣接した
電極３００ｂは、径方向のタブ２１を含む隆起部６１２および保持棚を含む。先端側の棚
２０は、隣接した電極３００ｂに向かって径方向に延びる先端側の径方向部分２２を有し
、基端側の棚１９は、隣接した電極３００ｂに向かって径方向に延びる基端側の径方向部
分２３を有する。基端側の径方向部分２３および先端側の径方向部分２２は、隣接した電
極３００ｂの径方向のタブ２１を受容する、中央の間隙をこれらの間に形成する。電極間
の狭小な径方向空隙を設けるための、棚部分および径方向タブのこの交互の配置により、
隣接した指向性電極はリード線上で確実に堅固に保持されるが相互に電気的に接触しない
。この図には示さないが、電極３００ａの隠れた左側は、電極３００ｂのものと類似する
径方向タブを含む。付加的に、この図には示さないが、電極３００ｂの隠れた右側は、電
極３００ａに類似する基端側の径方向部分および先端側の径方向部分を含む。刺激に使用
される電圧が高いほど、隣接した電極間のアーク電流を回避するべく電極間（あるいは棚
が導電性材料で形成される場合、棚間）により大きな空隙が必要となる。
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【００３４】
　図１３に示すように、別例において、電極間の空隙は、棚の径方向部分を完全に取り除
くことによって低減される。いくつかの実施例において、電極は、図１３および図１４に
示すリング１０００のような支持構造体によって一体的に保持される。そのような実施例
において、絶縁材料が付加される間に、所望の空隙が保持される。絶縁材料が保持棚の上
方に付加された後に、支持構造体は、電極保持棚と結合した絶縁材料を残して取り払われ
る。
【００３５】
　支持構造体は一時的な組み立て要素であり、絶縁材料がリード線アセンブリを完成させ
るべく所定の位置に電極を十分に保持するように組み立てられた後に、リード線および電
極から取り除かれる。一実施例において、枠組みは伝導性の金属であり、したがって、個
別の部分的な電極間の電気的な分離を保持するべく取り払われる必要がある。別例におい
て、枠組みはＰＥＥＫのようなプラスチックであり、これは、完成品のリード線の所望の
外側表面から外方に突出するため、電極およびリード線から取り払われる必要がある。一
実施例において、円筒状の完成品のリード線本体の場合に、枠組みおよび任意の余分な材
料は、中心がない研削技術を使用することによって取り払われる。別例において、枠組み
は、レーザー、化学薬品、機械加工、あるいは当業者に認識された他の破壊的な手段によ
って取り払われてもよい。
【００３６】
　図１５および図１６は、一時的支持構造体１０００において、電極３００ａ、３００ｂ
、３００ｃを好適に位置決めすることに使用可能なＹ字状据付器具２０００のような据付
器具を示す。図１７に示すように、支持構造体１０００と一体的に組み立てられた電極は
リード線２０上に載置される。組み立て時に、絶縁材料は、保持棚の上方および保持棚の
下方の両者、並びに電極における穴（実施例において、アンカー用穴）を通して流れ、電
極の周囲に正のロックをする。表面を刺激するように構成される電極の隆起部のみが露出
され、保持棚は絶縁材料によって覆われるため明瞭に視認できない。図１８に示すように
、電極がリード線に取り付けられた後に、支持構造体が取り払われる。図２４は、電極を
組み立てる方法を開示する。
【００３７】
　図２０乃至２３は、実施例において、丸、すなわち円形の形状に形成された電極７００
を示す。図１１Ａおよび図１１Ｂの指向性電極５００と同様に、指向性電極７００は露出
した電気表面、すなわち隆起部７１２と、隆起部７１２の周面の周囲を延びる保持棚７１
８とを含む。図２１は、支持構造体１０００に取り付けられた円形の電極７００を示す。
図２２は、リード線本体２０上に取り付けた円形の電極７００を示す。図２３は、実施例
において、支持構造体１０００に取り付けられた２つの円形の電極７００を示す。
【００３８】
　本発明の実施例は、所定のリード線アセンブリにおいて使用される電極および電極間隙
の径に依存してもよい。例えば、指向性電極間の径方向の間隙が近接している場合に、電
気的に接触することなく電極の径方向端部に棚を有するために十分な空隙はないかもしれ
ない。そのような実施例において、棚の交互の配置や、先端・基端に制限された棚が、リ
ード線アセンブリにおいて使用可能である。別例において、より高い可撓性を備えたジュ
ロメータを備えた絶縁材料を使用することが望ましい。そのような実施例において、穴を
延在し、電極の下方の絶縁材料に接着し、電極をリード線アセンブリ上に連結する絶縁材
料の領域を形成するべく棚に、アンカー用穴を付加することが望ましい。一実施例におい
て、エポキシ樹脂や接着剤のような絶縁材料が、これらの穴内に自由に流れ込む。別例に
おいて、絶縁材料は埋め込まれるか、成型されるか、あるいは穴内に再度流れ込む。
【００３９】
　付加的に、指向性電極は、円筒状の薄片形状に制限される必要はない。保持棚は、リー
ド線本体アセンブリの外側表面に露出される任意の好適な形状の電極表面の端部の周囲に
使用される。
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【００４０】
　上述した実施例のうちのいずれにおいても、長尺状をなすリード線の径、形状、構造、
および寸法は特定用途に依存して変化するであろう。例えば、長尺状をなすリード線の形
状は円筒状であっても、平坦であっても、円錐状等であってもよい。長尺状をなすリード
線が円筒状である場合に、円筒状のリード線本体の径は好適に約０．７０ｍｍ乃至１．５
ｍｍである。好ましい実施例において、円筒状のリード線本体の径は約１．３ｍｍである
。さらなる他の径が例えば特定用途に依存して可能である。
【００４１】
　さらに、材料構成、電気的特性（例えばインピーダンス）、寸法および構造（例えば高
さ、幅、軸線の間隙、および形状等）、数、および長尺状をなすリード線上の刺激電極の
配置は、特定用途に依存して変化するであろう。例えば、電極は楕円形や矩形形状を有す
る。実施において、個別の電極は、所望の集中的電場、または指向的な電場を生じさせる
べく任意の様々な形状を取り得る。
【００４２】
　電極の数に関して、所定の実施例において、円筒状本体は４乃至１２の電極をその上に
配置する。好ましい実施例において、円筒状本体は８つの電極をその上に配置する。円筒
状のリード線本体は、その上にさらに他の数の電極を配置してもよい。
【００４３】
　図１０に示すように、一実施例において、指向性電極はほぼ矩形であり、各々長さＬを
有する２つの長さ部と、各々幅Ｗを有する２つの幅部とを備え、ここで「径方向距離」と
呼ぶ。長さ部は、円筒状のリード線本体の長手方向軸線とほぼ平行であり、幅部は、円筒
状のリード線本体の長手方向軸線にほぼ直交する。所定の実施例において、各電極の長さ
は約０．７５ｍｍ乃至３．０ｍｍである。好ましい実施例において、電極の長さは約１．
５ｍｍである。電極はさらに他の寸法を有してもよい。所定の実施例において、各指向性
電極の表面積は約１ｍｍ２乃至３ｍｍ２であり、各一体的な電極の露出部の表面積は４ｍ
ｍ２乃至６ｍｍ２である。好ましい実施例において、各指向性電極の表面積は約１．５ｍ
ｍ２であり、一体的な電極の露出部の表面積は４．５ｍｍ２である。他の特に好ましい実
施例において、指向性電極はすべて電極の所定の形状や構造に関係なく同じ表面積を有す
る。しかしながら、指向性電極はそれぞれ同じ表面積を有する必要はなく、所定の電極は
異なる表面積を有してもよいものといえる。
【００４４】
　図１に示すように、電極の軸線の間隔に関して、所定の実施例において、複数の電極は
、隣接した電極から０．２５ｍｍ乃至２．０ｍｍの距離Ｄにて長手方向軸線に沿って一定
間隔で配置される。好ましい実施例において、距離Ｄは約０．５ｍｍである。隣接した電
極間の軸線の間隔のための他の構成も考えられる。電極は各々長手方向に同じ距離の間隔
を置いて、あるいは、電極間の距離を変えて設けられてもよい。
【００４５】
　長尺状をなすリード線の本体の材料構成および機械的性質（すなわち柔軟性）は、特定
用途に依存して変更されるであろう。ある場合には、長尺状をなす本体は、高分子材料、
ガラス、石英、あるいはシリコンのような非導電性材料から形成される。好ましい実施例
において、長尺状をなすリード線はポリウレタンから形成される。
【００４６】
　電極はプラチナやチタンを含む様々な好適な材料から形成される。好ましい実施例にお
いて、電極はプラチナ・イリジウムから形成される。
　電気リード線１０が、本体の所定の領域を調整するために埋め込まれても挿入されても
取り払われてもよい。所定の実施例において、調整は本体の所定の領域の切除、刺激およ
び／または抑制を含む。好ましい実施例において、電気リード線は脳、脊髄および神経（
脳神経、脊髄神経、並びに交感神経および副交感神経のような末梢神経を含む）を含む神
経系の部分を調整するために使用される。より好ましい実施例において、電気リード線は
脳を調整することに使用される。



(13) JP 5834065 B2 2015.12.16

10

20

30

【００４７】
　所定の治療の適用に応じて、電気リード線における異なる電極および／または電極の異
なる組み合わせが、脳の所定の領域のような神経の組織の異なる指向的な調整をなすべく
駆動されてもよい。
【００４８】
　本発明の電極は調整可能な力を有してもよい。例えば、電極のパルシング・パラメータ
は、極の組み合わせ、エネルギー、振幅、パルス幅、波形、周波数および／または電圧、
あるいは当業者に公知の任意の他のパルシング・パラメータを開始、停止、増減させるた
めに調整可能であり、これにより調整の程度を調整する。好ましい実施例において、リー
ド線本体の電極はそれぞれ、１つの電極のパルシング・パラメータを別の電極のパルシン
グ・パラメータと個別に調整することができるように選択的に制御可能である。
【００４９】
　当業者によって理解されるように、所望の治療を可能とするべく脳の目的の部位を正確
に定めるように選択的に調整の位置を調整することができるため、各電極の個別の制御に
より、医師に刺激の方向を修正するか操作する別の手段をさらに提供する。例えば、１つ
の電極が隣接する領域を調整するべく電源を供給されるときに、別の電極への信号は、そ
の別の電極に隣接する領域の調整を低減するか停止するべくほぼ最小限にされる。本実施
例におけるリード線において、調整の位置を調整し選択的にかつ／または操作することが
できるので、所定の目的の領域は所望の治療を実施するべく正確に目的の位置が定められ
る。米国特許第５７１３９２２号明細書に開示される方法のような、電気的な調整を選択
的に操作する他の、あるいは付加的な手段も本発明において使用可能であり、同明細書は
ここにその全体が開示されたものとする。
【００５０】
　本発明のリード線は、例えば慢性疼痛、精神疾患、外傷性脳損傷、卒中のような様々な
病状を治療することに使用可能であり、本発明は、そのような方法を開示する。例えば、
所定の実施例において、症状を治療する方法は、本発明の実施例による電気リード線を体
の目的の部位に挿入または移植し、１つ以上の指向性電極を選択的に駆動し、目的の部位
に定めた刺激を提供する。所定の目的の部位の例は、小脳、基底核、視床下核、視床およ
び内部淡蒼球を含む。
【００５１】
　先の開示および例は、本発明を示すことのみを目的として上述したが、これらに制限す
ることを意図したものではない。本発明の開示される態様および実施例の各々は、個別に
、あるいは本発明の他の態様、実施例および変更と組み合わせて考えられてもよい。さら
に、本発明の実施例の所定の要素は、所定の図のみにおいて示されるが、そのような要素
は本発明の範囲内に留まる限り他の図に示す別例に組み込まれてもよい。付加的に、別段
の定めがない限り、本発明の方法の工程はいずれも、任意の所定の実施の順序に制限され
るものではない。本発明の趣旨および要旨が組み込まれ開示された実施例の変形を、当業
者は想到し得、また、そのような変形は本発明の範囲内にある。さらに、ここに引用され
たすべての引用文献は、その全体がここに開示されたものとする。
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