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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者体内への埋込みのためのハウジングと、
　心臓内心電図信号を発生させるための１つまたは複数の感知チャネルと、
　前記心電図信号から固有心臓活動を検知するためのコントローラと、
　血圧波形を生成するために前記コントローラとインターフェースされた血管内圧力セン
サと
　を備え、
　前記コントローラが、経時的に取得された複数の血圧波形を収集するようにプログラミ
ングされ、各波形が、心電図信号によって示されるような固有心臓活動の対応する発生に
応じて位置合わせされ、前記コントローラが、平均圧力波形を計算するために、前記収集
され、かつ位置合わせされた圧力波形を平均化するようにプログラミングされている、デ
バイス。
【請求項２】
　患者の体位を示す空間方向信号を発生させるために前記コントローラとインターフェー
スされた体位センサをさらに備え、
　前記コントローラが、患者の体位の前記血圧波形への影響を補償するために前記空間方
向信号に従って圧力波形を較正するようにプログラミングされている、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項３】



(2) JP 4861323 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

　患者の体位を示す空間方向信号を発生させるために前記コントローラとインターフェー
スされた体位センサをさらに備え、
　前記コントローラが、前記患者が１つまたは複数の特定の体位にあることを前記空間方
向信号が示すときにのみ、圧力波形を収集するようにプログラミングされている、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項４】
　患者の現在の体温を示す温度信号を発生させるために前記コントローラとインターフェ
ースされた温度センサをさらに備え、
　前記コントローラが、患者の体温の前記圧力センサへの影響を補償するために前記温度
信号に従って圧力波形を較正するようにプログラミングされている、請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項５】
　患者の現在の体温を示す温度信号を発生させるために前記コントローラとインターフェ
ースされた温度センサをさらに備え、
　患者の体温が特定の範囲内にあることを前記温度信号が示すときにのみ、前記コントロ
ーラが圧力波形を収集するようにプログラミングされている、請求項１に記載のデバイス
。
【請求項６】
　患者の現在のエクサーション・レベルを示す信号を発生させるために前記コントローラ
とインターフェースされたエクサーション・レベル・センサをさらに備え、
　前記コントローラが、圧力波形が収集されたとき、患者のエクサーション・レベルを示
す対応する信号とともに前記圧力波形を収集するようにプログラミングされている、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　患者の現在のエクサーション・レベルを示す信号を発生させるために前記コントローラ
とインターフェースされたエクサーション・レベル・センサをさらに備え、
　前記コントローラが、患者のエクサーション・レベルが特定の範囲内にあることを前記
エクサーション・レベル信号が示しているときにのみ、圧力波形を収集するようにプログ
ラミングされている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　血流を示す信号を作成するために前記コントローラとインターフェースされた血管内フ
ロー・センサをさらに備え、
　前記コントローラが、流れ抵抗値を計算するために前記血流信号および圧力波形を使用
するようにプログラミングされている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　心臓のチャンバをペーシングするためのペーシング・チャネルをさらに備え、
　前記コントローラが、経時的に取得された複数の血圧波形を収集しかつ平均化するよう
にプログラミングされ、各波形が、心電図信号によって示されるような固有心臓活動の対
応する発生または前記ペーシング・チャネルを通したペーシングの対応する投与に応じて
位置合わせされる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　心臓内心電図信号を発生させ、かつ前記心電図信号から固有心臓活動を検知するための
手段と、
　血管内の位置から血圧波形を発生させるための手段と、
　平均圧力波形を計算するために、経時的に取得された複数の血圧波形を平均化するため
の手段であって、前記複数の血圧波形の各々が、心電図信号によって示されるような固有
心臓活動の対応する発生に応じて位置合わせされる、手段と
　を含むシステム。
【請求項１１】
　患者の体位を示す空間方向信号を発生させるための手段と、
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　前記空間方向信号が、前記患者が１つまたは複数の特定の体位にあることを示すときに
のみ、平均化するために圧力波形を収集するための手段と
　をさらに含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　患者の現在の体温を示す温度信号を発生させるための手段と、
　前記温度信号が、患者の体温が特定の範囲内にあることを示すときにのみ、平均化する
ために圧力波形を収集するための手段と
　をさらに含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　患者の現在のエクサーション・レベルを示す信号を発生させるための手段と、
　前記エクサーション・レベル信号が、患者のエクサーション・レベルが特定の範囲内に
あることを示しているときにのみ、平均化するために圧力波形を収集するための手段と
　をさらに含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記エクサーション・レベル信号発生手段が、活動レベル信号を作成する加速度計であ
る、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　収集されかつ位置合わせされた圧力波形を、埋込み可能なデバイスから外部デバイスへ
ダウンロードするための手段をさらに含み、前記圧力波形の前記平均化が、前記外部デバ
イスによって行われる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１６】
　患者の体位を示す空間方向信号を発生させるための手段と、
　患者の体位の前記血圧波形への影響を補償するために、前記空間方向信号に従って平均
化の前に前記圧力波形を較正するための手段と
　をさらに含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１７】
　患者体内の血管内位置から血圧波形を発生させるための手段と、
　患者の体位を示す空間方向信号を発生させるための手段と、
　患者の体位の前記血圧波形への影響を補償するために、前記空間方向信号に従って圧力
波形を較正するための手段と
　を含むシステム。
【請求項１８】
　患者体内の血管内位置から血圧波形を発生させるための手段と、
　平均圧力波形を計算するために、経時的に取得された複数の血圧波形を平均化するため
の手段であって、前記複数の血圧波形の各々が、心電図信号によって示されるような固有
心臓活動の対応する発生に応じて位置合わせされる、手段と、
　患者の現在の体温を示す温度信号を発生させるための手段と、
　患者の体温の前記圧力センサへの影響を補償するために、前記温度信号に従って圧力波
形を較正するための手段と
　を含むシステム。
【請求項１９】
　患者体内への埋込みのためのハウジングと、
　心音図信号を発生させるためのセンサと、
　前記心音図信号から固有心臓活動を検知するためのコントローラと、
　血圧波形を発生させるために前記コントローラとインターフェースされた血管内圧力セ
ンサと、
　を備え、
　前記コントローラが、経時的に取得された複数の血圧波形を収集するようにプログラミ
ングされ、各波形が、心音図信号によって示されるような固有心臓活動の対応する発生に
応じて位置合わせされ、前記コントローラが、平均圧力波形を計算するために、前記収集
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され、かつ位置合わせされた圧力波形を平均化するようにプログラミングされている、デ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
（優先権の請求）
　出願が参照によって本明細書に組み込まれる、２００４年８月２０日に提出された米国
特許出願第１０／９２２，８１６号に対する優先権の利益がここに請求される。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、埋込み可能なモニタ、ペース・メーカー、電気的除細動器／徐細動器などの
埋込み可能な医療デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　心不全は、心臓が、体の必要を満足させるのに十分な血液を拍出することができない状
態を称する。これは、通常、心筋梗塞または心臓麻痺などによる心臓自体に対するいくつ
かの損傷による。心不全が急激に起こるとき、心臓の収縮性を増加させ、脈管を収縮させ
ることの両方を行い、かつ血圧の降下に対して体が防衛しようと試みるため流体を保持す
る、自律神経循環反射が活動化される。心不全がそれほど深刻でない場合、この補償は、
患者を低い活動レベルに保持するのに十分である。しかし、補償された心不全は、不安定
な状態である。心臓機能が悪化した場合、または活動の増加または病気のために増加した
心臓出力が必要とされる場合、補償が、心臓出力を、正常な腎機能を維持するのに十分な
レベルに維持することができない場合もある。そのとき、流体が保持され続け、明白な鬱
血性心不全を特徴付ける進行する末梢および肺の浮腫を生じさせる。拡張期充満圧がさら
に上昇され、このことは心臓を拡張させ、かつ水腫状にするため、その拍出機能がさらに
劣化する。心不全が悪化し続けるこの状態は代償障害心不全である。これは、主として、
結果として生じる肺鬱血と呼吸困難から臨床的に検知され、すべての臨床医は、適切な治
療が実行されなければ、急激な死に至る可能性があることを知っている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　心不全患者の代償不全状態を早い段階で判定できる便利な手段があると有利であろう。
１つの方法は、患者体内の心不全の程度に影響を与えるか、それによって影響を与えられ
るかのいずれかである、１つまたは複数の脈管圧力を監視することである。たとえば、左
心房圧力は左心室機能障害の増加とともに上昇し、肺浮腫に至ることがあるため、左心房
圧力を監視する。同様に、右心房圧力の測定が、右心室機能障害の程度の指標を与える。
高血圧が、心臓が拍出しなければならない後負荷を増加させ、さらなる左心室機能障害に
至ることがあるため、全身動脈圧力の測定もまた適切である。本開示は、１つまたは複数
の部位での血圧を監視するための１つまたは複数の血管内圧力センサを備えるように構成
された埋込み可能なデバイスに関する。しかし、埋込み可能なセンサによって収集された
血圧波形は患者の体位、体温、活動レベルによるノイズがある可能性があり、アーチファ
クトを有する。血圧波形から臨床的に有用な情報を導出することは、波形のある特徴を他
の生理学的活動と関連付ける可能性にも依存する。本明細書ではいくつかの異なる方式が
説明されておりそれによって、埋込み可能なデバイスは、単独であるいは１つまたは複数
の外部デバイスとともにのいずれかで、血圧波形内の特徴を識別し、ノイズを減少させる
ために他の感知モダリティを使用することができる。
【０００５】
　波形の時間的経過が同時に起こる心臓活動と関連付けられる場合、臨床的に有用な特徴
が血圧波形内で識別される。心拍が開始した時間をマークするために心電図信号または投
与されたペーシングに由来するチャンバ感知を使用することによって、埋込み可能な心臓
デバイスの心臓感知能力を、この目的のために使用することができる。別法として、埋込
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み可能なマイクロフォンによって生成された心音図を、心臓活動を検知するために使用し
てもよい。血圧波形が次に、デジタル化されたサンプル値として収集される。ここで、各
サンプル値を収集する時間を、収集される波形間で感知された心音に対して同じする。収
集された圧力波形の心臓サイクルとの位置合わせは、タイム・スタンプで血圧波形と心臓
活動信号を同時にサンプリングし保管することによって行われる。図１は、２つの連続す
る心臓サイクルにわたる大動脈圧力波形ＡＯＰ、左心房圧力波形ＬＡＰ、左心室圧力波形
ＶＰの例を示している。このような波形のそれぞれに対して、サンプルが収集され、心電
図信号ＥＧＭからのｒ波Ｒまたは心音図ＰＨＧからの心音Ｓ１またはＳ２のいずれかによ
って示されるような心臓サイクルと位置合わせされる。血圧波形と検知された心臓活動と
のこのような位置合わせは、拡張終期圧など臨床的に有用な情報の抽出を可能にする。
【０００６】
　複数の収集された血圧波形を心臓サイクルと位置合わせすると、ノイズやアーチファク
トを減少させるためのさらなる処理を行うことができるようにする。たとえば、信号損失
によってその収集中に圧力波形内に隙間が生じた場合、隙間のときの心臓サイクルに対し
て同時に位置合わせされた別の収集された圧力波形の対応する部分によって情報を補完す
ることができる。このような信号損失は、以下で説明するようにそれらの信号を無線で伝
送する圧力センサで生じる傾向が特にある。収集された血圧波形の心臓活動との位置合わ
せはまた、信号平均化を通じてノイズが減少される。信号中のノイズを減少させるための
標準的な技術は、このような信号のいくつかを異なる時間に、かつ同様の条件下で収集し
、その後、収集された信号を平均化することである。このような平均化は、信号のランダ
ム変動を生じさせる要素によるノイズをキャンセルし、全身のすなわち真の変動のみを残
す働きをする。埋込み可能な圧力センサによって発生された血圧波形は、たとえば、血圧
波形が収集されている間の体の運動によるこのようなランダム変動を受ける。しかし、血
圧波形の平均化を行うために、波形の全身変動が波形間で一定である必要がある。この一
定の全身変動を与える方法は、平均化の前に、上記で説明したように収集された血圧波形
を心臓サイクルと位置合わせすることである。その後、圧力波形の心拍間平均化を、連続
する圧力波形の位置合わせのためのマーカーとして心臓活動信号から検知された要素（た
とえば、チャンバ感知または心音）を使用して行うことができる。
【０００７】
　ノイズは、信号内に存在するアーチファクトがより少ない結果となる、特定の状態が存
在することが公知であるときに収集することのみによって、血圧波形から除去される。こ
のような血圧測定のウィンドイングまたはゲーティングが、埋込み可能なデバイスが備え
られている他の感知モダリティから受信された情報に従って行われてもよい。たとえば、
患者の物理的活動は、血圧波形にかなりの影響を有する。したがって、加速度計によって
供給されるものなどの活動レベル信号が、圧力波形が比較的活動のない期間中に収集され
るように、血圧測定をゲーティングするために使用されてもよい。患者の体位もまた、静
水力学的効果によって血圧波形に影響を与える。体位センサからの空間方向信号は、圧力
波形が、患者が１つまたは複数の特定の体位（たとえば、横臥）にある時間中のみに収集
されるように、血圧測定をゲーティングするために使用されてもよい。また、事実上、す
べての圧力センサはまた、温度変動によっても影響を受ける。したがって、温度センサを
、患者の体温が指定された範囲にあるときにのみ、圧力波形が収集されるように、血圧測
定をゲーティングするために使用することもできる。同様のゲーディング機能が、検知さ
れた心拍数やエクサーション・レベルなどの他のデータに従って行われてもよい。
【０００８】
　他の感知モダリティに由来する情報もまた、情報に従って波形を較正することによって
血圧波形中のノイズを減少させるために使用することができる。たとえば、体位センサか
らの空間方向信号を、患者の体位の静水力学的影響を考慮するために、収集された圧力波
形を較正するために使用することができる。収集された圧力波形を、圧力センサの既知の
温度変動を使用して温度信号によって較正してもよい。このような較正機能は、単独でま
たは上記で説明されたゲーティング機能とともに行うこともできる。
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【０００９】
１．例示的な埋込み可能なデバイスの説明
　上記で説明したような血圧波形の収集は、血圧と心臓活動を測定するために必要な感知
能力を有するいずれのタイプの心臓デバイス（たとえば、従来型のペース・メーカー、再
同調ペース・メーカー、除細動器、組合せデバイスまたは心臓モニタ）で実施される。以
下で説明されるのは、血圧測定やノイズ減少のために必要とされるデータを収集するよう
にプログラミングされた、埋込み可能な心臓律動管理デバイスである。
【００１０】
　心臓律動管理デバイスは、心臓律動の不調を治療するために選択された心臓のチャンバ
に電気的刺激を供給する埋込み可能なデバイスである。たとえば、ペース・メーカーは、
時間調整されたペーシング・パルスによって心臓をペーシングする心臓律動管理デバイス
である。ペース・メーカーが使用されてきた最も一般的な状態は、心室心拍数が遅くなり
すぎる徐脈の治療である。恒久的または一時的である房室伝導障害（すなわちＡＶブロッ
ク）と洞不全症候群が、恒久的なペーシングがそのために必要となる徐脈の最も一般的な
原因である。適切に機能している場合、ペース・メーカーは、最小心拍数を強化すること
および／またはＡＶ伝導を人工的に復旧することによって代謝の要求に対処するために、
心臓がそれ自体を適切な律動でペーシングできないことを補う。ペーシング治療は、より
調整された収縮を結果として生じさせるために両心室をペーシングすることによって、心
室伝導障害を被っている心不全患者を治療するためにも使用され、心臓再同調治療と称さ
れる。
【００１１】
　心臓律動管理デバイスは、患者の胸の皮下に通常埋め込まれたハウジング内に含まれ、
上部静脈系を通って心臓内に螺合された導線によって電極と接続される。電極は、電極部
位で心臓の電気的活動を表す心電図信号を発生させる感知チャネル内に組み込まれること
、および／または部位にペーシングまたはショッキング・パルスを移送するためのペーシ
ングまたはショッキング・チャネル内に組み込まれる。図２は、心臓活動を感知するおよ
び／または電気的刺激を心臓に投与するために、右心房または心室内または心臓静脈内へ
配置するための、埋込み可能なデバイス２０５とその中に組み込まれた電極を有する導線
２１０を示している。デバイス２０５は、チタニウムなどの導電性の金属から形成された
、ハーメチックに密封されたハウジング２３０を備える。絶縁性の材料で形成されるヘッ
ダ２４０が、心臓感知または刺激のための導線２１０またはその他の導線などの導線を受
けるためにハウジング２３０に装着されている。ハウジング２３０内に、感知回路２５０
とペーシング回路２６０を備え、ペーシング機能をデバイスに提供するためにコントロー
ラ１６５と相互接続され、１つまたは複数の導線と接続された電子回路が含まれている。
遠隔操作トランシーバ２８５によって、コントローラが無線リンクを介して遠隔モニタ２
９０または外部プログラマと通信することを可能にする。血圧感知機能を行うために、１
つまたは複数の圧力センサもコントローラと相互接続される。図には、埋込み可能な圧力
センサ２８０によって生成された圧力信号を受信する圧力センサ・インターフェイス２７
０が示されている。圧力センサ２８０は、導線２１０などの血管内導線内に組み込まれて
もよく、血管内導線は、心臓または血管内に配置されてもよく、またはコントローラと無
線で通信する別個の埋込み可能なサテライト・ユニットであってもよい。後者の場合、セ
ンサ２８０は、血管ステント内に組み込まれてもよく、血圧センサと、血圧波形をデバイ
ス２０に送信するための遠隔操作送信器の両方を備える。この場合の圧力センサ・インタ
ーフェイス２７０は、無線遠隔通信受信機として機能する。フロー・センサを、無線サテ
ライト・ユニット内に同様に組み込んでもよい。
【００１２】
　上記で説明したものなどの例示的な埋込み可能な心臓律動管理デバイスのシステム・レ
ベル図が図３に示されている。デバイスのコントローラは、双方向データ・バスを介して
メモリ１２と連絡するマイクロプロセッサ１０から構成され、ここでメモリ１２は、通常
、プログラム保管のためのＲＯＭ（読取り専用メモリ）やデータ保管のためのＲＡＭ（ラ
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ンダム・アクセス・メモリ）を備える。コントローラは、状態機械タイプの設計を使用し
て他のタイプの論理回路（たとえば、離散型構成要素またはプログラミング可能な論理ア
レイ）によって実装されてもよいが、マイクロプロセッサ・ベースのシステムが好ましい
。本明細書で使用されるとき、コントローラのプログラミングは、特定の機能を行うよう
に構成された離散型論理回路、またはメモリまたはその他の保管媒体内に保管された実行
可能なコードのいずれかを称すると考えられるべきである。コントローラは、検知された
心臓活動に応答して、いくつかの異なる治療を投与するようにデバイスを動作させること
が可能である。遠隔通信トランシーバ２８５によって、コントローラが、無線遠隔通信リ
ンクを介して外部デバイス９０と通信することを可能にする。外部デバイス９０は、埋込
み可能なデバイスをプログラミングするためや、それまたは遠隔監視ユニットからデータ
を受信するために使用できる外部プログラマであってよい。外部デバイス９０はまた、埋
込み可能なデバイスが、ネットワーク上で臨床医にデータまたは警告メッセージを送信す
ることを可能にする患者管理ネットワーク９１と接合される。外部デバイス９０と患者管
理ネットワーク９１の間のネットワーク接続は、たとえば、電話回線上での、またはセル
ラー無線リンクを介しての、インターネット接続によって行われてもよい。
【００１３】
　図３に示した実施形態は、３つの感知／ペーシング・チャネルを有する。ここで、ペー
シング・チャネルは、電極と接続されたパルス発生器で構成されるが、一方、感知チャネ
ルは、電極に接続された感知増幅器で構成される。マイクロプロセッサによって制御され
るＭＯＳスイッチ・マトリクス７０が、感知増幅器の入力からパルス発生器の出力へ電極
を切り替えるために使用される。スイッチ・マトリクス７０はまた、感知チャネルとペー
シング・チャネルが、使用可能な電極の異なる組合せを有するコントローラによって構成
されてもよい。感知／ペーシング・チャネルは、リング電極４３ａ（３３ａまたは２３ａ
）と双極導線４３ｃ（３３ｃまたは２３ｃ）のチップ電極４３ｂ（３３ｂまたは２３ｂ）
、感知増幅器４１（３１または２１）、パルス発生器４２（３２または２２）、チャネル
・インターフェイス４０（３０または２０）を備えてもよい。チャネルは、心房または心
室チャネルのいずれかとして構成されてもよい。たとえば、デバイスは、心房ペーシング
や心室または両心室（再同調）ペーシングのために構成されてもよい。チャネル・インタ
ーフェイスは、マイクロプロセッサ１０のポートと双方向に通信し、感知増幅器からの感
知信号入力をデジタル化するためのアナログ・デジタル変換器、感知増幅器のゲインや閾
値を調節するために書き込まれるレジスタ、ペーシング・パルスの出力を制御および／ま
たはペーシング・パルス振幅を変更するためのレジスタを備えてもよい。ショック・パル
ス発生器（図示せず）もまた、スイッチ・マトリクスによって選択されたとき、電極とハ
ウジングまたはカン６０の間に除細動ショックを投与するためにコントローラと接合され
てもよい。図示した実施形態では、デバイスは、ペーシング・パルスを出力するためおよ
び／または固有活性を感知するために使用される２つの電極を備える双極導線を備える。
他の実施形態では、スイッチ・マトリクス７０によってデバイス・ハウジングまたはカン
６０（または別の導線）に参照される、感知しペーシングするための単一の電極を備える
単極導線を採用してもよい。
【００１４】
　コントローラ１０が、メモリ内に保管されたプログラミングされた命令と、感知チャネ
ルに由来する情報に従ってデバイスの全体動作を制御する。感知電極によって感知される
電圧は、表面ＥＣＧに類似する心電図信号であり、固有のまたはペーシングされた心拍の
いずれかの間に起こる心臓の脱分極と再分極の一時的な記録を提供する。ペース・メーカ
ーの感知回路が、特定のチャネルの電極によって感知された電圧が指定された閾値を超え
る場合、チャンバ感知信号（すなわち、それぞれｐ波およびｒ波とも称される心房または
心室感知）を発生させる。コントローラ１０が、不整脈を検知するため、およびペーシン
グを起動または阻止するためにこのような感知を採用するペーシング・アルゴリズムに従
ってペーシングの投与を制御するために、感知チャネルからの感知信号を解釈する。大部
分のペーシング・モードは、心臓のチャンバからの感知を受信することなく補充収縮間隔
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の終了の際に心臓のチャンバがペーシングされる、いわゆるデマンド・モードである。た
とえば、心房起動モードでは、事前に固有心室活動が起こらない場合、その後一方または
両方の心室が間隔の終了の際にペーシングされるように、心房の感知がＡＶ補充収縮間隔
を開始する。心室は、心室感知またはペーシングによって開始された補充収縮間隔の終了
の際にペーシングされてもよく、心房は、心室感知またはペーシングによって開始された
心室心房補充収縮間隔によってペーシングされてもよい。本明細書で説明されるように、
感知チャネルによって発生される心電図信号は、平均化の前に収集された血圧波形を位置
合わせするために心臓活動を検知するために使用されてもよい。別法として、心臓活動を
、マイクロフォン１３０によって発生される心音図を介して検知することもできる。
【００１５】
　また、コントローラには、患者のエクサーション・レベルに関するパラメータを測定す
ること、およびそれに応じて心拍適応ペーシング・モードでデバイスのペーシング速度を
調節することに使用するための毎分換気量センサ１１０と加速度計１００が接続されてい
る。加速度計と毎分換気量センサは、身体活動や呼吸気量速度をそれぞれ測定することに
よって患者のエクサーション・レベルを近似する信号を作成する。毎分換気量センサが、
励起電極間に励起電流のバーストを射出し、経胸腔インピーダンスに比例する信号を導出
するために経胸腔電圧降下を測定することによって、呼吸気量を測定する（特定の毎分換
気量センサが、本出願人に譲渡された、その全体が参照によって組み込まれる米国特許第
６，１６１，０４２号に記載されている）。心拍数適応ペーシング・モードでは、１つま
たは複数の補充収縮間隔が、ペーシング心拍数が代謝要求とともに変動するように、測定
されたエクサーション・レベルに従って調節される。心拍数適応アルゴリズムによって指
示される修正されたペーシング心拍数は、センサ指示心拍数と呼ばれる。心拍数適応アル
ゴリズムは、測定されたエクサーション・レベルを、レスポンス・ファクタと呼ばれる機
能に従って心拍数に対してマッピングすることによって、センサ指示心拍数を計算する。
前に説明したように、加速度計と毎分換気量センサからの信号がまた、血圧波形の収集を
ゲーティングするために使用されてもよい。
【００１６】
　１つまたは複数の埋込み可能な圧力センサ１５０が、血圧波形の収集を可能にするため
にコントローラとインターフェースされる。上記で説明したように、圧力センサは、血管
内導線に組み込まれるか、無線サテライト・ユニットであるかのいずれかであってよい。
収集された血圧波形をゲーティングまたは較正するための信号を供給するためにコントロ
ーラとインターフェースされる他のセンサは、温度センサ１４０や体位センサ１６０を備
える。一実施形態では、体位センサは、コントローラが、複数の軸に沿って測定された加
速度から患者の体位を数値計算することを可能にする多軸加速度計である。
【００１７】
　フロー・センサ１２０は血流を示す信号を発生させる。血圧波形と血流波形が、同じ血
管内に互いに近接して配置されたセンサから同時に生成されれば、コントローラが、下流
の流れ抵抗値を数値計算することができる。
【００１８】
２．例示的な実施形態
　埋込み可能なデバイスが、上記で説明されたようなノイズ減少を有する血圧波形を収集
するための技術を実装し、使用するいくつかの方式がある。たとえば、血圧波形が、デバ
イスによって収集され、タイム・スタンプまたは、検知された心臓活動と波形を位置合わ
せするためのその他の手段にとともに保管される。波形の平均化および／または特徴抽出
などのその他の処理が、次に、埋込み可能なデバイス、または収集された波形がそれにダ
ウンロードされる外部プログラマなどの外部デバイスによって行われる。同様に、心拍数
、活動レベル、体位、温度などの他の感知データが、収集された圧力波形とともに保管さ
れ、次に上記で説明したように波形を計算するために埋込み可能なデバイスまたは外部デ
バイスによって使用されてもよい。心拍数、活動レベル、体位、温度などの他の感知デー
タは、圧力波形が収集されるときにゲーティングするために埋込み可能なデバイスによっ
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て使用されてもよい、またはデータは、複数の収集された圧力波形のどちらがさらなる処
理または解析のために選択できるかどうかを判定するために、データが示される外部デバ
イスまたは臨床医によって使用されてもよい。
【００１９】
　図４には、デバイス・コントローラの適切なプログラミングによって、および／または
埋込み可能なデバイスからデータがダウンロードされる外部デバイスのプログラミングに
よって、埋込み可能な心臓律動管理デバイス内で実施される、ある特定の例示的なアルゴ
リズムが示されている。このアルゴリズムは、Ｋ個のサンプル値で構成される平均圧力波
形ＡｖｇＰを生成する。ここでＫは特定の整数である。ＡｖｇＰのＫ個のサンプル値のそ
れぞれは、Ｎ回の心拍数に圧力センサから収集されたＮ個の圧力波形の対応するサンプル
の平均値である。ここで、Ｎは特定の整数である。このアルゴリズムは、インデックス・
カウンタが１に初期化されるステップＡ１で開始する。ステップＡ２で、心電図が、固有
心臓活動を検知するために、サンプル値またはアナログ形態のいずれかとしてデバイスに
よって収集される。心電図の収集と同時に、圧力波形サンプルもまた、圧力センサから収
集される。ステップＡ３で、デバイスが、心電図内の固有心臓活動を検知すること、また
はペーシングが投与されたことを判定することのいずれかによって心拍が発生したかどう
かを検知する。検知された心拍は、心電図内のｐ波すなわち心房ペーシングの投与から検
知されたときの心房心拍、または心電図内のｒ波すなわち心室ペーシングの投与から検知
されたときの心室心拍のいずれかである。代替となる実施形態では、マイクロフォンによ
って作成される心音図が、固有心臓活動を検知するために使用されてもよい。この場合で
は、第１心音Ｓ１がＡＶ弁閉鎖によって作成され、かつ心室収縮期の開始を示し、一方、
第２心音Ｓ２が、肺と動脈弁閉鎖によって作成され、かつ心室拡張期の開始を示す。心拍
が発生した場合、Ｋ個の圧力波形サンプルで構成される圧力波形が、ステップＡ４でＰ（
ｎ）としてバッファ内に保管される。Ｐ（ｎ）のＫ個の圧力波形サンプルが、Ｐ（ｎ）が
、心拍の検知後の次のＫ個の圧力サンプル、または心音の検知前のＫ個の圧力サンプルの
いずれかを含むように、２つの異なる方式のうちの１つで心拍と位置合わせされる。測定
された圧力が動脈圧力である場合、Ｐ（ｎ）の最初のサンプルが検知された心拍と一致す
るように、圧力波形Ｐ（ｎ）が収縮期とともに開始することが望ましい。他方、測定され
た圧力が左心房またはその他の静脈圧力である場合、Ｐ（ｎ）の最後のサンプルが検知さ
れた心拍と一致するように、圧力波形Ｐ（ｎ）が拡張期とともに開始することが望ましい
こともある。後者の場合、バッファが心拍の検知後の先のＫ個の圧力サンプルを含むよう
に、圧力波形サンプルがステップＡ２でローリングまたはＦＩＦＯバッファ内に保管され
る。ステップＡ５で、インデックス・カウンタｎが、Ｎ個の圧力波形が収集されたかどう
かを見るために試験される。収集されなかった場合、インデックス・カウンタが、ステッ
プＡ６で増分され、アルゴリズムは、別の波形を収集するためにステップＳ２に戻る。Ｎ
個の圧力波形が収集された場合、平均波形ＡｖｇＰがステップＡ７で数値計算される。
　ＡｖｇＰ＝（１／Ｎ）ΣＰ（ｎ）
ここで、各圧力波形Ｐ（ｎ）の対応するＫ個のサンプルを合計することによって、ｎ＝１
からＮまでの合計が実行される。いかなる所望の数の平均波形ＡｖｇＰも、今説明した方
式で数値計算することができる。アルゴリズムは、スケジュールに従って周期的に、外部
プログラマから命令を受信した際、または特定の事象または状態の検知の際などのいかな
る所望の時間でも実行されてもよい。平均波形が次に、臨床医に対する図式的または数値
的表示のために外部プログラマまたはその他の外部デバイスに送信される。
【００２０】
　埋込み可能なデバイスが、波形の較正または波形が収集されるときのゲーティングのい
ずれかによって収集された圧力波形内のノイズを低減するためおよび／またはアーチファ
クトを除去するために使用することができる他のデータを収集してもよい。このようなゲ
ーティングまたは較正技術が、収集された波形が上記で説明したように平均化されてもさ
れなくても、圧力波形を収集することに使用されてもよい。ゲーティング技術では、特定
の状態または複数の状態が存在するときにのみ、圧力波形の収集が行われる。たとえば、
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ｒ波またはｐ波（すなわちペース）の間の間隔で測定されたときの心拍数が特定の範囲内
にある場合、活動レベル・センサ（たとえば加速度計）または毎分換気量センサによって
測定されたときのエクサーション・レベルが特定の範囲内にある場合、患者の体温を示す
温度信号が特定の範囲内にある場合、または体位センサからの空間方向信号が患者が１つ
または複数の特定の体位にあることを示す場合にのみ、圧力波形が収集される。較正技術
では、収集された圧力波形のサンプルが、センサ・データによって示された状態の影響を
補償するために較正される。たとえば、圧力波形サンプルが、患者の温度または体位の血
圧波形への影響を補償するために、温度信号および／または空間方向信号によって較正さ
れてもよい。心拍数、活動レベル、体位、温度などのデータが、収集された圧力波形とと
もに保管されてもよく、その情報が次に、解析のために臨床医に対して図式的または数値
的に表示されてもよい。
【００２１】
　埋込み可能なデバイスまたは外部デバイスのいずれかはまた、平均化後であっても、そ
うでなくても、収集された血圧波形を解析し、警報限界値と比較できる特徴を抽出するよ
うにプログラミングされてもよい。たとえば、圧力が高い場合、臨床医に警告するように
警報フラグが設定されるように、ピーク左心房圧または左心室圧値が抽出され、限界値と
比較されてもよい。埋込み可能なまたは外部デバイスはまた、ピーク圧力値を対応するピ
ーク・フロー値で割ることによって、血管抵抗値を計算するようにプログラミングされて
もよい。たとえば、デバイスは、ピーク圧力値をピーク・フロー値で割った商が、患者の
全体末梢抵抗を表すように、大動脈内に配置された圧力やフロー・センサと接続されても
よい。埋込み可能なまたは外部デバイスはまた、ＡＶ遅延または他の補充収縮間隔の長さ
、両心室オフセット間隔、または心拍数適応ペーシング・パラメータなどのペーシング・
パラメータを自動的に調節するために、ピーク圧力や圧力の最大変化ｄＰ／ｄｔなどの圧
力波形から抽出された特徴を使用するようにプログラミングされてもよい。圧力波形から
抽出された特徴はまた、ある例での心臓律動識別のために有用である。
【００２２】
　本発明が前述の特定の実施形態とともに説明されてきたが、多くの代替形態、変形形態
および修正形態が、当業者に明らかになるであろう。他のこのような代替形態、変形形態
および修正形態は、添付の特許請求の範囲の範囲内にあるように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】２つの心臓サイクル中に収集される例示的な血圧波形を示す図である。
【図２】例示的な埋込み可能な心臓デバイスを示す図である。
【図３】例示的な心臓律動管理デバイスを示す図である。
【図４】血圧波形平均化の例示的なアルゴリズムを示す図である。
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