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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の体液状態を検出するために患者のインピーダンスの変化を検出する埋め込み可能
医療デバイスであって、
　測定されたインピーダンスを生成する手段（１２０,１３０）と、
　第１の期間の間に生成された、複数の測定されたインピーダンスに対応する、期間の平
均インピーダンスを計算する手段（２２４）と、
　前記計算された、期間の平均インピーダンスに対応する前記測定されたインピーダンス
の適応的ベースライントレンドを生成する手段と、
　前記第１時間期間より短い第２時間期間に対応する前記測定されたインピーダンスの短
期間トレンドを生成する手段と、
　前記短期間トレンドと前記ベースライントレンドの相対的位置の変化を判断する手段と
、
　前記測定されたインピーダンスの、前記適応的ベースライントレンドと、前記短期間ト
レンドとの間のインピーダンス変化のメトリックを生成し、前記判断された変化に応じて
、前記測定されたインピーダンスのベースライントレンドと短期間トレンドの間の差異を
蓄積する手段と、
を備える、患者のインピーダンスの変化を検出する埋め込み可能医療デバイス。
【請求項２】
　前記メトリックは、前記短期間トレンドが前記適応的ベースライントレンドを横切る時
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にゼロに設定される請求項１に記載の患者のインピーダンスの変化を検出する埋め込み可
能医療デバイス。
【請求項３】
　前記適応的ベースライントレンドは、最初に、第１計算方式を使用して生成され、その
後、該第１計算方式とは異なる第２計算方式を使用して生成される請求項１に記載の患者
のインピーダンスの変化を検出する埋め込み可能医療デバイス。
【請求項４】
　前記第１計算方式は第１レートで実施され、前記第２計算方式は、前記第１レートより
小さい第２レートで実施される請求項３に記載の患者のインピーダンスの変化を検出する
埋め込み可能医療デバイス。
【請求項５】
　前記短期間トレンドは、最初に、第１計算方式を使用して生成され、その後、該第１計
算方式とは異なる第２計算方式を使用して生成される請求項１に記載の患者のインピーダ
ンスの変化を検出する埋め込み可能医療デバイス。
【請求項６】
　前記第１計算方式は第１レートで実施され、前記第２計算方式は、前記第１レートより
小さい第２レートで実施される請求項５に記載の患者のインピーダンスの変化を検出する
埋め込み可能医療デバイス。
【請求項７】
　前記第１レートは、前記生成された測定されたインピーダンスの所定数に応答して計算
される請求項４又は６に記載の患者のインピーダンスの変化を検出する埋め込み可能医療
デバ
イス。
【請求項８】
　前記所定数は４に等しい請求項７に記載の患者のインピーダンスの変化を検出する埋め
込み可能医療デバイス。
【請求項９】
　前記測定されたインピーダンスは、１２ｐｍ～５ｐｍの間に生成される請求項１に記載
の患者のインピーダンスの変化を検出する埋め込み可能医療デバイス。
【請求項１０】
　前の２日間についての前記短期間トレンドおよび、当日と前記前の２日間について生成
された前記測定されたインピーダンスの重き付き和を生成することによって、前記短期間
トレンドを更新する手段をさらに備える請求項１に記載の患者のインピーダンスの変化を
検出する埋め込み可能医療デバイス。
【請求項１１】
　前記現在の適応的ベースライントレンドが前記現在の短期間トレンドより大きいことに
応答して、前記適応的ベースライントレンドを、所定の下方ドリフトだけ減少した前の適
応的ベースライントレンドに等しくなるように設定することによって、また、前記現在の
適応的ベースライントレンドが前記現在の短期間トレンドより小さいことに応答して、前
記適応的ベースライントレンドを、所定の上方ドリフトだけ増加した前記前の適応的ベー
スライントレンドに等しくなるように設定することによって、前記適応的ベースライント
レンドを更新する手段をさらに備え、前記上方ドリフトは前記下方ドリフトより大きい請
求項１に記載の患者のインピーダンスの変化を検出する埋め込み可能医療デバイス。
【請求項１２】
　前記下方ドリフトはおよそ０．０５５オームに等しく、前記上方ドリフトはおよそ０．
１８オームに等しい請求項１１に記載の患者のインピーダンスの変化を検出する埋め込み
可能医療デバイス。
【請求項１３】
　前記測定されたインピーダンスは、前記適応的ベースライントレンドおよび前記短期間
トレンドを生成するよりも所定の日数前に生成される請求項１に記載の患者のインピーダ
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ンスの変化を検出する埋め込み可能医療デバイス。
【請求項１４】
　コンピュータ実行可能命令を有するコンピュータ可読媒体であって、当該命令が請求項
１ないし１３のいずれかに記載のデバイスにおいて実行されたときに、
　測定されたインピーダンスを生成すること、
　第１の期間の間に生成された、複数の測定されたインピーダンスに対応する、期間の平
均インピーダンスを計算すること、
　前記計算された、期間の平均インピーダンスに対応する前記測定されたインピーダンス
の適応的ベースライントレンドを生成すること、
　前記第１時間期間より短い第２時間期間に対応する前記測定されたインピーダンスの短
期間トレンドを生成すること、
　前記短期間トレンドと前記ベースライントレンドの相対的位置の変化を判断すること、
及び、
　前記測定されたインピーダンスの前記適応的ベースライントレンドと、前記短期間トレ
ンドの間のインピーダンス変化のメトリックを生成し、前記判断された変化に応じて、前
記測定されたインピーダンスの、前記ベースライントレンドと前記短期間トレンドの間の
差異を蓄積すること、
を含む、
患者の体液状態を検出するために患者のインピーダンスの変化を検出する方法を行う、
前記命令を有するコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、その全体が参照により本明細書に援用される、「METHOD AND APPARATUS FOR
 DETECTING CHANGES IN INTRATHORACIC ELECTRICAL IMPEDANCE」という名称の、２００２
年１２月４日に出願された、米国仮特許出願第６０／４３０，９８３号から優先権および
他の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、包括的に、埋め込み可能医療デバイスに関し、特に、本発明は、患者の生理
的状態を判断するための、埋め込み可能医療デバイスにおけるインピーダンスの監視に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　インピーダンス監視は、埋め込み式デバイスによって体内のいくつかの生理的状態を判
断するのに使用されており、外部監視デバイスにおいても使用されてきた。経胸腔的イン
ピーダンス測定は、患者の体液の状態(status)に関する良好な指標を与え、インピーダン
スの減少は体液含有量の増加を示すことが一般に理解されている。Berman他著「Transtho
racic Electrical Impedance as a guide to Intravascular Overload」（Archives surg
ery, V102 P61-64 1971年１月）と題する論文では、電気インピーダンス法を使用して、
生体組織内の体液貯留が実証された。患者の長期間にわたるインピーダンス測定値および
測定値の変化を知ることは、患者の健康に関する有益な臨床指標となる。これまでは、医
師が非常に有益な形態でこの指標を利用することはできなかった。
【０００４】
　他の状態の指標となる可能性があるが、体液貯留はまた、心臓循環の不調の指標となる
可能性がある。体液貯留を生じるか、または、体液貯留に影響を与える可能性がある、い
くつかのメカニズムまたは疾患が存在する。一般的に、体液貯留は、体内の恒常性プロセ
スの不調または過剰反応である。体は通常、食塩および蛋白質の適切な圧力と濃度を維持
することによって、また、過剰な体液を積極的に取り除くことによって体液貯留を防止す
る。体液貯留は、たとえば、体液貯留を防止する体のメカニズムが、心不全、左側心筋梗
塞、高血圧、高山病、気腫（これらは全て圧力に影響を与える）、リンパ系に影響を与え
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るがん、蛋白質濃度を乱す疾患などのような疾患によって影響を受ける時に起こる可能性
がある。結果として、患者の体液の状態の適したモニタを提供することは、医師および患
者に、より良い疾患管理ツールを提供できる可能性がある。
【０００５】
　たとえば、WuerzおよびMeadorによる論文「EFFECTS OF PREHOSPITAL MEDICATIONS ON M
ORTALITY AND LENGTH OF STAY IN CONGESTIVE HEART FAILURE」, ANNALS OF EMERGENCY M
EDICINE, 21:6, pp669-74,１９９２年６月において、うっ血性心不全のための入院前の早
期処置が生命を救う可能性があることが実証された。残念ながら、処置する医師が体液貯
留の発生について通常得られる第１の指標は、疾患過程の非常に遅い時期に生じ、腫脹ま
たは呼吸困難という肉体的発現が非常に苦痛である(overwhelming)ために、患者が気付き
、その後、患者は、多くの場合直接救急処置室に行き、体液過剰負荷のために入院するこ
とになる。一方、入院回数および期間を減らす努力に伴い、体液貯留についての患者の進
行を監視するだけの積極的な入院は一般に望ましくない。
【０００６】
　入院を必要とすることなく、体液の状態についてのより頻繁な評価を改善することに対
する最近の試みは、Baer, CA, DiSalvo TG, Cail MI, Noyes D,およびKvedar JCによる、
論文「ELECTRONIC HOME MONITORING OF CONGESTIVE HEART FAILURE PATIENTS:DESIGN AND
 FEASIBILITY」, Congest Heart Fail. 1999; 5: 105-113およびdeLusignan S, Wells S,
 Johnson P, Meredith K,ならびにLeatham Eによる論文「COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS
 OF １ YEAR’S HOME TELEMONITORING」, Eur J Heart Fail. 2001; 3: 723-30に示され
ており、これらの論文において、毎日、患者の体重を測定し、患者にいくつかの質問に回
答するように指示する心不全スケールを使用して、患者が家庭内で体液の状態を毎日評価
することを提案している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この考えによれば、実際にＣＨＦによる入院は減るが、患者は毎日きまりを守る必要が
あり、患者の家庭で評価が行われなければならないため、患者が移動するのが困難になる
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の他の利点および特徴は、添付図面と共に考えられると、以下の詳細な説明を参
照することによってより良く理解されるように、容易に理解されるであろう。図面では、
同じ参照数字は、図面の図全体を通して同じ部品を指示する。
【０００９】
　本発明は、埋め込み可能デバイスに関し、当該デバイスは、インピーダンス測定値を求
める測定能力を有する組織刺激器を含むが、それに限定はせず、生体内での、長期間の体
液状態の変動を測定するのに特に良好に適している。
【００１０】
　埋め込み式デバイスを装着するかなりの割合の患者が、うっ血性心不全を有し、入院を
必要とする体液過剰負荷を患う。胸腔内インピーダンスの減少を自動で検出することによ
って、うっ血性心不全を有する患者の体液過剰負荷を前もって警告することにつながる場
合がある。
【００１１】
　生体内の体液の状態を表す信号を、決定し、生成し、監視し、かつ使用するシステムが
本明細書で述べられる。本発明は、少なくとも２つの電気的に絶縁された電極を有し、生
体に電気パルスを送出するエネルギーパルス送出機構をハウジング内に有する、生体の領
域におけるインピーダンス測定値を生成する埋め込み可能装置、および、２つ以上の電極
間で電気インパルスを受け取って、２つ以上の電極間の体のインピーダンスを求める手段
を含む。
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【００１２】
　エネルギーパルス送出機構は、有利には、患者のために出力をカスタマイズし、信号対
雑音比（ＳＮＲ）の最適化に役立ち、局所的な筋肉の刺激を回避するのに使用することが
できる調整制御部を備えることができる。しかしながら、自動フィードバック制御ループ
は、本発明の一実施形態では、この目的のために使用されることができ、好ましいパルス
送出電極と、インピーダンスエネルギーパルスが測定を始動するのに使用される値を決め
ることは共に、工場で設定されるか、または、埋め込みまたは調整手技中に、埋め込み物
に対してテレメトリリンクによって制御される。
【００１３】
　本発明は、従来のペースメーカシステムおよび埋め込み可能ディフィブリレータ、なら
びに、他の埋め込み可能デバイスと共に使用することができるか、または、それらに組み
込まれてもよい。たとえば、インピーダンス測定用の電極構成は、１つのインピーダンス
測定手段の場合、心臓内に配置された心臓リング電極またはコイル電極、および、ペース
メーカハウジングの表面上の電極を含んでもよい。共にハウジング上に位置する付加的な
電極対の使用により、２つの異なるインピーダンス測定手段の使用が可能になり、信号を
純化し、付加的な情報を提供するために、得られる信号間での比較の使用が容易になる。
【００１４】
　ペースメーカ、薬剤ポンプ、または他の埋め込み可能医療デバイス内に含まれると、本
発明を使用して、体液貯留または脱水の開始または存在に応答して、薬剤および刺激パル
スの送出を自動的に変えることができる。心不全（ＣＨＦ）の患者では、体液貯留を管理
するために、利尿薬の注入あるいは心臓再同期化または心臓増強作用(potentiation)治療
の適用は、本発明が利用される方法の例である。本明細書で指示される「体液貯留」とい
う用語は、過剰の体液が患者の体内に蓄積する例と、患者の体液レベルにおいて、脱水を
示す欠乏が存在する例の両方を含むことが意図されることが理解される。
【００１５】
　さらに、本発明は、付加的な有益なデータを提供するために利用されてもよく、すなわ
ち、有意事象に基づいて、データを記憶するか（ループメモリまたは非ループメモリで）
、警報を生成するか、他の処置をとるための自動トリガ装置によって参照されるために、
有利には、ＥＣＧ信号読み取り、ペダル衝撃または他の活動センサ、および、温度、圧力
、酸素飽和度などを測定するセンサが含まれてもよい。こうしたトリガーを使用する場合
、デバイスは、事前に調整されたデバイスの挙動の範囲から適切なデバイスの挙動を実施
するように構築される可能性がある。
【００１６】
　本発明は、患者固有のベースラインインピーダンス値を確立し、かつ維持するための手
段に関する。ベースラインインピーダンス値は、アルゴリズムが開始すると早急に確立さ
れ、その後、ベースラインインピーダンス値は、現在測定されているインピーダンスに基
づいて、上下にゆっくりと適応する。重要なことには、ベースラインインピーダンス値の
増加レートおよび減少レートは異なる可能性がある。測定された胸部インピーダンスの乱
れを指示する警報は、ベースラインインピーダンスと比較された測定されたインピーダン
スの或るメトリックが、プログラムされた値を超える時に始動される。本発明は、胸腔内
インピーダンスのベースライン値の早急な確立、医療介入後のアルゴリズムの即座の、ま
たは、遅延したリセット、胸部インピーダンスのベースライン値の種々の上昇レートおよ
び降下レート、ベースラインインピーダンスと比較される測定されたインピーダンスのメ
トリックからの体液の過剰負荷の証拠の蓄積、および測定されたインピーダンスの種々の
タイプの乱れについての複数の警報を教示する。
【００１７】
　本発明は、最も多くの場合、心不全中の心臓代謝不全の結果として、胸部における、体
液貯留または脱水化についての早期の警報を提供し、心不全患者において、利尿薬および
β遮断薬のような薬物を滴定するための、医師または看護婦に対する手引きを提供する。
心不全を有する患者は、微妙な均衡の中で生きている。体液が蓄積する結果、入院が頻繁
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になり、長くなる可能性がある。薬物は、体液貯留を減らすには効果的であるが、今まで
のところ、体液貯留の、正確で、侵襲性が最小のメトリックは存在しない。体液貯留の代
理測定としての、胸腔内インピーダンスの測定値を取得する埋め込み式システムは、先に
述べられた。本発明は、これらの測定値を処理して、胸腔内インピーダンスの変化につい
て、患者または医師に警告するための意思決定を行う。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態による埋め込み可能医療デバイスの略図である。図１の発
見的図では、体１１の一部が、本発明の一実施形態による埋め込み可能医療デバイスの図
示を可能にする、切り取り領域１２がある状態で示される。図１に示すように、埋め込み
可能医療デバイス１０の例示的な一実施形態は、デバイス１０のシェル１４の表面上に２
つの電極１５ａおよび１５ｂを含む。電力は、電源１８によって、シェル１４の内部の回
路部に提供され、電源１８は、刺激回路１６を駆動し、電子を、電極１５ａと１５ｂの間
で、種々の経路（こうした経路は、点線１３で囲まれる領域に主にあるように発見的に示
される）に沿って体内に送出する。インピーダンス測定デバイス１７は、回路経路１３の
インピーダンスを求める。
【００１９】
　本発明の一実施形態によれば、インピーダンス試験パルス信号を生成し、同じ電極から
測定を行うために、同じ電極を使用して見出される場合がある、可能性のある低い信号特
性のため、インピーダンス測定は、電磁界の均一部分（または、比較的ノイズのない領域
）で行われる。インピーダンス測定を行う１つの方法は、試験パルスを送出するために、
（ペースメーカ、デバイス１０、または、他の埋め込み物のカン(can)またはハウジング
のような)大きな表面不関電極から電気絶縁された１つの電極を使用すること、および、
電気絶縁された第２電極を使用することであって、それによって、不関電極とこの第２電
極間の組織の電圧差を測定する、使用することである。別の実施形態は、電磁界において
、２つの完全に独立した電極を使用して、インピーダンスを測定し、したがって、４極シ
ステムを有する。本発明の種々の構成では、必要な場所での柔軟性のために、すなわち、
試験すなわち励起パルスによって生成される電磁界内の特定の場所に配置可能なリード線
上で電極を使用するために、付加的な電極を想像することができる。
【００２０】
　図２は、本発明の一実施形態による埋め込み可能医療デバイスにおける例示的な電極構
成の略図である。異なるインピーダンス測定信号の値を達成するための、この許容可能な
種類の構成が、たとえば図２に示されており、埋め込み可能医療デバイスは、電極ｅ１、
ｅ２、ｅｇおよびｅｍを有し、電極ｅ１またはｅ２を、試験パルスを生成するために使用
することができる。測定される値（これらの電極対間の組織の電圧またはインピーダンス
）は、別の電気絶縁した測定用電極ｅｍと不関または接地電極ｅｇの間、ｅｍとｅ１の間
、あるいは、ｅｍとｅ２の間で取得される。あるいは、もちろん、測定は、２つの試験パ
ルス送出電極ｅ１とｅｇの間、あるいは、別の実施形態ではｅ２とｅｇの間で行われるで
あろう。
【００２１】
　以下の種々の図を参照して述べられるように、大幅な変形形態が、図１～図３を参照し
て述べる要素のそれぞれについて使用されることができ、依然として本発明の範囲内にあ
る。たとえば、本発明の一実施形態によれば、励起パルスは、電極ｅ３とｅｇの間で送出
され、測定される値は、電極ｅ２とｅｇの間で取得される。例示的な４極構成では、励起
パルスは、電極ｅｍとｅ３の間で送出され、測定される値は、電極ｅ１とｅ２の間で取得
される。
【００２２】
　図３は、本発明を有効に実施することができる例示的な埋め込み可能医療デバイスの略
図である。図３では、本発明を収容する代替の装置が、心臓を有する体内に示される。ペ
ースメーカ（ＩＰＧ）は、示すように、左側か、または、右側に埋め込まれ、心臓の右心
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房（ＲＡ）を通って延びて右心室（ＲＶ）に入るリード線Ｌを有する。本発明の回路およ
び教示を使用することによって、図３に示すような、生体内に埋め込まれたペースメーカ
などの装置およびリード線の組み合わせを使用して、本発明を実施することができる。た
とえば、ディフィブリレータ、薬剤注入デバイス、脊髄刺激器、または、最小の外部電極
数を有し、インピーダンス刺激および測定回路を装備した任意の他の埋め込み可能デバイ
スを含む、代替のタイプの埋め込み可能医療デバイスを使用して、本発明を収容してもよ
い。
【００２３】
　図４は、本発明を有効に実施することができる例示的な埋め込み可能医療デバイスに含
まれる監視回路の略図である。本発明の一実施形態は、ブロック図３０を含む図４を参照
して述べられ、インピーダンス監視回路が２腔２リード線ペースメーカシステムに付加さ
れたものを示す。他のセンサは、付加的な有益なデータを生成するために埋め込み可能医
療デバイスに含まれ、センサからのデータは、一時的に、インピーダンスデータと照合さ
れて、さらに有益な診断データが提供される。それぞれのセンサは、その出力が、患者の
状態を判断するために、単独で取得される時か、当業者に知られる方法で組み合わされる
時のいずれかにおいて、患者の状態の指標を提供するシステムとして考えられることがで
きる。こうして含まれるセンサシステムまたはサブシステムは、それぞれが、記憶される
か、または、埋め込み式デバイスの活動をトリガするのに使用される信号値を提供する、
たとえば、日内周期インジケータ、位置または姿勢インジケータ、静止(resting)インジ
ケータ、心拍動周期インジケータ、呼吸インジケータ、運動インジケータなどを含むであ
ろう。
【００２４】
　ここで、図４を参照すると、心室リード線ＶＬは、Ｖ先端電極（ＶＴＩＰ）およびＶリ
ング電極（ＶＲＩＮＧ）を有し、心房リード線ＡＬは、Ａリング電極（ＡＲＩＮＧ）およ
びＡ先端電極（ＡＴＩＰ）を有し、かつ、これらの電極が、患者の心室および心房内に挿
入されるために採用されることが、当業者によって理解されるであろう。４個の電極のう
ちの任意の１つとケースの間（または、延長したリード線電極とケースの間のインピーダ
ンスを測定することが望まれない場合、任意の２つの電極間）で測定が行われるように、
回路にケース電極（ＣＡＳＥまたは、中性電極と呼ばれてもよい）も設けられる。心臓内
の電極、および、本明細書ではペースメーカポケット内のケース電極の場合のような、心
臓からかなり離れて配置される電極を有する任意のデバイスでは、得られることになる経
胸腔的インピーダンス測定値の種類によって、本発明に従って胸部体液状態の評価が可能
になる。
【００２５】
　デバイスのより高感度の電子部品を、患者の電気外科焼灼またはディフィブリレーショ
ンから保護するために、保護回路が、回路３１ａおよび３１ｂなどの埋め込み式デバイス
内に設けられることが多い。リード線インタフェース３２（通常、ペースメーカシェル自
体の内部にあって、コネクタブロック内にはない）は、電極と電気刺激源の間の接続なら
びに測定用回路を提供する。（通常、電流基準回路３５と連結する）励起回路３４および
制御論理回路３６は、リード線インタフェース３２への入力も供給する。種々の切り換え
回路は、当業者にはよく知られており、全ての可能な接続を示す必要を回避するために、
測定回路３７への電気的接続を提供する大規模ライン３３（制御バス）の使用がここで示
される。測定回路３７は、励起回路３４によって提供される励起からの、得られる電圧を
捕捉し、測定と測定の間のサンプルおよびホールド回路として機能する。このブロックの
入力インピーダンスは、好ましくは、結果に影響を与えないように、励起パスおよび測定
パスと比較して非常に大きい。コンデンサＣ１～Ｃ４についての好ましい値は、励起周期
における完全な充電および集積回路設計での実現を可能にする電流励起に基づいて、実質
的に、２ｐＦ～５０ｐＦの範囲内にある。
【００２６】
　図５は、本発明の一実施形態による、図４の監視回路で利用されるタイミングシーケン
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スのグラフィック表現である。測定回路３７は、もちろん、本実施形態では、図４および
図５に示すように、スイッチのタイミングをとるためのＣＬＫ１、ＣＬＫ２、およびＣＬ
Ｋ３として、３つの信号を有するクロックによって実行される。ＣＬＫ１の間、コンデン
サＣ１の上部板はリングに接続され、下部板はケース（基準）に接続される。コンデンサ
Ｃ３の上部板は先端電極に接続され、下部板はケースに接続される。この配置構成および
タイミングは、コンデンサＣ１およびＣ３上に正のピーク電圧を格納する。
【００２７】
　ＣＬＫ２の間、コンデンサＣ２の上部板はケース電極に接続され、下部板はリングに接
続される。コンデンサＣ４の上部板はケース電極に接続され、下部板は先端電極に接続さ
れる。これによって、励起の負の位相中のピーク電圧がコンデンサＣ２およびＣ４上に格
納される。
【００２８】
　クロック信号位相ＣＬＫ３は、基準がグラウンドに接続された状態で、コンデンサＣ１
の上部板をコンデンサＣ２の上部板に接続する。コンデンサＣ３の上部板もまた、コンデ
ンサＣ４の上部板に接続される。これによって、コンデンサＣ１とＣ２上にピークツーピ
ーク励起電圧ならびにコンデンサＣ３とＣ４上にピークツーピーク測定電圧が生じる。
【００２９】
　多くの代替の回路配置構成は、当業者の技量内にあり、ここで述べる回路に対する代替
形態として採用され得るが、一定の制約を有する回路を設計することが有利であると信じ
られている。試験パルス送出が、インピーダンス測定のタイミングと同期して起こること
が特に重要である。同様に、測定に使用される電極の場所に応じて、心拍動周期および呼
吸周期に対する同期化を考慮することが有利である。さもないと、これらの周期内の一貫
しない時刻で測定することから生じる測定値の変動によって、これらの周期によって生成
されるインピーダンス変化から有用な信号を抽出することに克服しがたい困難が生じる場
合がある。
【００３０】
　図５では、ＣＬＫスイッチ（ＣＬＫ１～３）を切り換えるタイミング図および刺激信号
ＳＴＩＭに関連するそれらスイッチのタイミングが示される。電流（Ｉ）は、約１ｍＡピ
ークツーピーク～１０μＡピークツーピークの範囲であり、インピーダンス測定に使用さ
れるデバイスおよび当業者には明らかになるはずである他の要因に応じて選択されること
ができる。図４の都合のよい電流基準ブロック３５が、この調整に使用されるであろう。
【００３１】
　図６は、本発明を本発明の一実施形態に従って有効に実施することができる埋め込み可
能医療デバイスの略図である。図６に示すように、本発明の一実施形態による埋め込み可
能医療デバイス１００は、３本の互いに絶縁された導体を保持する細長い絶縁性リード線
本体１１６を有する心室リード線１０５を含む。リング電極１２４、絶縁性電極ヘッド１
２８内に伸縮自在に搭載される伸張可能ならせん電極１２６、および、細長いコイル電極
１２０は、リード線１０５の遠位端に隣接して配置される。電極１２０、１２４、および
１２６のそれぞれは、リード線本体１１６内で３本の導体のうちの１本に結合する。以下
で述べるように、電極１２４および１２６は、心臓ペーシングのため、また、心室脱分極
を検知するために使用され、電極１２０は、カーディオバージョンおよび／またはディフ
ィブリレーションのために、また、脱分極を検知するために使用される。リード線１０５
の近位端には、分岐コネクタ１１４があり、分岐コネクタ１１４は、それぞれがらせん状
導体のうちの１つに結合する３つの電気コネクタを保持する。
【００３２】
　心房／ＳＶＣリード線１０７は、同様に、３本の互いに絶縁された導体を保持する細長
い絶縁性リード線本体１１５を含む。リング電極１２１、絶縁性電極ヘッド１１９内に伸
縮自在に搭載される伸張可能ならせん電極１１７は、リード線１０７のＪ形状遠位端に隣
接して配置される。電極１１７および１２１のそれぞれは、リード線本体１１５内の導体
のうちの１本に結合する。電極１１７および１２１は、心房ペーシングのため、また、心
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房脱分極を検知するために使用される。細長いコイル電極１２３は、電極１２１に近接し
て設けられ、リード線本体１１５内の第３導体に結合する。リード線１０７の近位端には
、分岐コネクタ１１３があり、分岐コネクタ１１３は、それぞれが、らせん状導体のうち
の１つに結合する３つの電気コネクタを保持する。
【００３３】
　任意の他の知られているリード線構成が、図６のリード線構成に利用されてもよい。た
とえば、コイル電極１２３は、心室リード線１０５上に配置され、心房リード線１０７に
よってではなく、心室リード線１０５によって、心房またはＳＶＣ内に位置決めされるで
あろう。
【００３４】
　冠状静脈洞／冠状静脈リード線１０９は、３つの導体を保持する細長い絶縁性リード線
本体１０６を含み、３つの導体のうちの１つは、細長いらせん状ディフィブリレーション
電極１０８に結合される。破線で示す電極１０８は、心臓の冠状静脈洞および大静脈内に
配置される。リング電極１２５および先端電極１２７は、リード線１０９の遠位端に隣接
して配置される。電極１２５～１２７のそれぞれは、リード線本体１０６内に配置された
３つの導体のうちの残りの２つのうちの一方に結合される。リード線１０９の近位端には
、電気コネクタを保持し、らせん状導体に結合したコネクタプラグ１０４がある。
【００３５】
　埋め込み可能医療デバイス１００は、カーディオバージョンおよびディフィブリレーシ
ョンショックを送出するための心臓ペーシングパルスを生成し、患者の心調律を監視する
のに使用される電子回路機構（図７）を収容する密閉した格納容器１１１を含む。埋め込
み可能医療デバイス１００は、リード線コネクタアセンブリ１０４、１１３、および１１
４がコネクタブロック１１２内に挿入された状態で示され、コネクタブロック１１２は、
コネクタ１０４、１１３、および１１４を受け入れ、格納容器１１１内でリード線を回路
機構に相互接続するためのレセプタクルおよび電気コネクタの役割を果たす。
【００３６】
　埋め込み可能医療デバイス１００のハウジング１１１の外側に面する部分の絶縁を設け
てもよいし、代わりに、外側に面する部分のうちの部分１３０が絶縁されないままにされ
てもよいし、絶縁部分と非絶縁部分の間の或る他の分割を採用してもよい。ハウジング１
１１の非絶縁部分１３０は、オプションで、心房か、心室のいずれかをディフィブリレー
ションするのに使用される皮下ディフィブリレーション電極、および、心臓の脱分極を検
知する検知電極としての役割を果たす。他のリード線構成および電極配置は、もちろん、
図示したリード線のセットと取り換えられてもよい。たとえば、心房ディフィブリレーシ
ョンおよび検知電極は、個別の心房リード線上に配置される代わりに、冠状静脈洞リード
線か、右心室リード線のいずれかに付加されてもよく、２リード線システムが可能になる
。
【００３７】
　図７は、本発明を有効に実施することができる、図６に示すタイプの例示的な埋め込み
可能医療デバイスの機能ブロック図である。デバイスは、図６に示すようなものであって
もよい電極を含むリード線システムを装備する。もちろん、別のリード線システムを置き
換えて用いてもよい。図６の電極構成が採用される場合、示される電極への対応は以下の
通りである。電極３１１は、埋め込み可能医療デバイス１００のハウジングの非絶縁部分
１３０に沿って形成される電極に対応する。電極３２０は、電極１２０に対応し、右心室
に配置されるディフィブリレーション電極である。電極３１０は、電極１０８に対応し、
冠状静脈洞に配置されるディフィブリレーション電極である。電極３１８は、電極１２３
に対応し、上大静脈に配置されるディフィブリレーション電極である。電極３２４および
３２６は、電極１２４および１２６に対応し、心室における検知およびペーシングに使用
される。電極３１７および３２１は、電極１１７および１２１に対応し、心房におけるペ
ーシングおよび検知に使用される。
【００３８】
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　電極３１０、３１１、３１８、および３２０は、高電圧出力回路２３４に結合される。
電極３２４および３２６は、Ｒ波増幅器に結合し、Ｒ波増幅器は、センス増幅器回路２０
０内に含まれ、好ましくは、調整可能な検知閾値を、測定されたＲ波振幅の関数として提
供する自動利得制御式増幅器の形態をとる。電極３２４と３２６の間で検知された信号が
、その時の検知閾値を越える時にはいつでも、Ｒ　ＯＵＴライン２０２上に信号が生成さ
れる。
【００３９】
　電極３１７および３２１は、Ｐ波増幅器に結合し、Ｐ波増幅器は、センス増幅器回路２
００内に含まれ、好ましくは同様に、調整可能な検知閾値を、測定されたＰ波振幅の関数
として提供する自動利得制御式増幅器の形態をとる。電極３１７と３２１の間で検知され
た信号が、その時の検知閾値を越える時にはいつでも、Ｐ　ＯＵＴライン２０６上に信号
が生成される。センス増幅器回路２００のＲ波およびＰ波増幅器の一般的な動作は、その
全体が参照により本明細書に援用される、「an Apparatus for Monitoring Electrical P
hysiologic Signals」について、１９９２年６月２日に発行された、Keimel他による米国
特許第５，１１７，８２４号に開示される動作に対応する。しかしながら、埋め込み可能
な心臓ペースメーカ、ディフィブリレータ、およびモニタで採用される、多くの従来技術
のセンス増幅器の任意の増幅器はまた、本発明と共に有効に使用されてもよい。
【００４０】
　スイッチマトリクス２０８を使用して、デジタル信号解析で使用するために、利用可能
な電極のうちのどれが広帯域増幅器２１０に連結されるかが選択される。電極の選択は、
アドレス／データバス２１８を介してマイクロプロセッサ２２４によって制御され、電極
の選択は、所望であれば変更されてもよい。帯域増幅器２１０に連結するために選択され
た電極からの信号は、マルチプレクサ２２０に供給され、その後、ダイレクトメモリアク
セス回路（ＤＭＡ）２２８の制御下でランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２６に記憶す
るために、Ａ／Ｄ変換器２２２によってマルチビットデジタル信号に変換される。マイク
ロプロセッサ２２４は、デジタル信号解析技法を使用して、ランダムアクセスメモリ２２
６に記憶されたデジタル化信号を特徴付けし、当該技術分野で知られている多くの信号処
理方法の任意の方法を使用して、患者の心調律を認識し分類する。
【００４１】
　テレメトリ回路３３０は、アンテナ３３２によって、患者アクチベータからダウンリン
クテレメトリを受信し、患者アクチベータへアップリンクテレメトリを送出する。アクチ
ベータへアップリンクされるべきデータおよびテレメトリ回路用の制御信号は、アドレス
／データバス２１８を介してマイクロプロセッサ２２４によって供給される。受信された
テレメトリは、マルチプレクサ２２０を介してマイクロプロセッサ２２４に提供される。
センス増幅器回路２００の心房および心室センス増幅器回路は、心房および心室ＥＧＭ信
号を生成し、信号は、同様に、デジタル化され、適当な問い掛けコマンドを受信すると、
関連するプログラマにアップリンクテレメトリされてもよい。デバイスは、デバイスが検
出する異なる心臓事象を示す、いわゆる、マーカコードを生成することが可能であっても
よい。マーカチャネル能力を有するペースメーカは、たとえば、その全体が参照により本
明細書に援用される、Markowitzに対する米国特許第４，３７４，３８２号に記載される
。採用される特定のテレメトリシステムは、本発明を実施するのに重要ではなく、埋め込
み可能デバイスで使用するために知られている多くのタイプのテレメトリシステムの任意
のシステムを使用してもよい。特に、Blanchette他に発行された米国特許第５，２９２，
３４３号、Thompsonに発行された米国特許第５，３１４，４５０号、Wyborny他に発行さ
れた米国特許第５，３５４，３１９号、Keimelに発行された米国特許第５，３８３，９０
９号、Greviousに発行された米国特許第５，１６８，８７１号、Barsnessに発行された米
国特許第５，１０７，８３３号、または、Greviousに発行された米国特許第５，３２４，
３１５号（全て、その全体が参照により本明細書に援用される）に開示されるテレメトリ
システムは、本発明と共に使用するのに適している。しかしながら、プログラム可能な埋
め込み式デバイスを対象とする、本明細書で引用される種々の他の特許に開示されるテレ
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メトリシステム、または、同様なシステムを置き換えて用いてもよい。テレメトリ回路３
３０は、もちろん、埋め込み可能な抗不整脈デバイスでは通例であるように、外部プログ
ラマに対して通信するために同様に採用される。
【００４２】
　患者通知回路３３１によって、患者は、以下で詳細に述べるように、インピーダンスの
有意の変化が起こったと判断される場合に通知されることが可能になる。
　回路機構の残りは、心臓ペーシング、カーディオバージョンおよびディフィブリレーシ
ョン治療を供給するのに専用であり、本発明のために、従来技術で知られている回路機構
に対応してもよい。以下のように、ペーシング、カーディオバージョン、およびディフィ
ブリレーション機能を達成するための例示的な装置が開示される。ペーサタイミングおよ
び制御回路部２１２は、プログラム可能デジタルカウンタを含み、プログラム可能デジタ
ルカウンタは、当該技術分野で知られているＤＤＤ、ＶＶＩ、ＤＶＩ、ＶＤＤ、ＡＡＩ、
ＤＤＩ、ＤＤＤＲ、ＶＶＩＲ、ＤＶＩＲ、ＶＤＤＲ、ＡＡＩＲ、ＤＤＩＲ、ならびに単腔
および２腔ペーシングの他のモードに関連する基本時間間隔を制御する。回路部２１２は
、当該技術分野で知られている任意の抗頻脈性不整脈ペーシング治療を使用する、心房と
心室の両方での抗頻脈性不整脈ペーシングと関連する補充間隔も制御する。
【００４３】
　ペーシング回路部（ペーサタイミングおよび制御回路部）２１２によって規定される間
隔は、心房および心室ペーシング補充間隔、検知されたＰ波およびＲ波が、補充間隔のタ
イミングを再始動するのがその間無効である不応期間、およびペーシングパルスのパルス
幅を含む。これらの間隔の持続時間は、メモリ２２６内の記憶されたデータに応答して、
マイクロプロセッサ２２４によって確定され、アドレス／データバス２１８を介してペー
シング回路部２１２に伝達される。ペーシング回路部２１２もまた、マイクロプロセッサ
２２４の制御下で、心臓ペーシングパルスの振幅を確定する。
【００４４】
　ペーシングの間に、ペーサタイミングおよび制御回路部２１２内の補充間隔カウンタは
、ライン２０２および２０６上の信号によって示されるＲ波およびＰ波を検知するとリセ
ットされ、また、電極３１７、３２１、３２４、および３２６に結合する、ペーサ出力回
路（Ａペース、Ｖペース）２１４および２１６によってペーシングパルスのタイムアウト
トリガが生成されると、選択されたペーシングモードに従ってリセットされる。補充間隔
カウンタはまた、ペーシングパルスが生成されるとリセットされ、それによって、抗頻脈
性不整脈ペーシングを含む心臓ペーシング機能の基本タイミングを制御する。
【００４５】
　補充間隔タイマによって規定される間隔の持続時間は、アドレス／データバス２１８を
介してマイクロプロセッサ２２４によって確定される。検知されたＲ波およびＰ波によっ
てリセットされた時の補充間隔カウンタに存在するカウント値を使用して、Ｒ－Ｒ間隔、
Ｐ－Ｐ間隔、Ｐ－Ｒ間隔、およびＲ－Ｐ間隔の持続時間が測定され、その測定値は、メモ
リ２２６に記憶され、頻脈性不整脈検出機能と共に使用される。
【００４６】
　マイクロプロセッサ２２４は、割り込み駆動式デバイスとして動作し、検知されたＰ波
およびＲ波の発生に対応し、心臓ペーシングパルスの生成に対応するペーサタイミングお
よび制御回路部２１２からの割り込みに応答する。これらの割り込みは、アドレス／デー
タバス２１８を介して提供される。マイクロプロセッサ２２４によって実施される任意の
必要な数学的計算、および、ペーサタイミングおよび制御回路部２１２によって制御され
る値すなわち間隔の任意の更新は、こうした割り込みに続いて起こる。マイクロプロセッ
サ２２４は、以下で述べるように動作を制御する記憶されたプログラムが存在する、関連
するＲＯＭを含む。メモリ２２６の一部は、一連の測定された間隔を保持することが可能
な複数の再循環バッファとして構成されてもよく、測定された間隔は、ペースまたはセン
ス割り込みの発生に応答して解析されて、患者の心臓が、現在、心房頻脈性不整脈を示し
ているか、また心室頻脈性不整脈を示しているかが判断される。
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【００４７】
　不整脈検出は、多くの利用可能な従来技術の頻脈性不整脈検出アルゴリズムのうちの任
意のアルゴリズムを含んでもよい。１つの好ましい実施形態は、共にその全体が参照によ
り本明細書に援用される、Olson他に発行された米国特許第５，５４５，１８６号またはG
illberg他に発行された米国特許第５，７５５，７３６号に記載されるルールベース検出
方法の全てまたはサブセットを採用してもよい。しかしながら、当該技術分野で知られて
いる種々の不整脈検出方法のうちの任意の方法が、本発明の代替の実施形態において有効
に採用されてもよい。
【００４８】
　心房または心室頻脈性不整脈が検出され、抗頻脈性不整脈ペーシング療法が望まれる場
合、抗頻脈性不整脈ペーシング治療の生成を制御するタイミング間隔が、マイクロプロセ
ッサ２２４からペーサタイミングおよび制御回路部２１２にロードされて、回路部２１２
内の補充間隔カウンタの動作が制御され、Ｐ波およびＲ波の検出が、補充間隔カウンタを
再始動するのがその間無効である不応期間が規定される。
【００４９】
　カーディオバージョンまたはディフィブリレーションパルスの生成が必要とされる場合
、マイクロプロセッサ２２４は、補充間隔カウンタを使用して、こうしたカーディオバー
ジョンおよびディフィブリレーションパルスのタイミングならびに関連する不応期間が制
御される。カーディオバージョンパルスを必要とする、心房または心室細動あるいは頻脈
性不整脈の検出に応答して、マイクロプロセッサ２２４は、カーディオバージョン／ディ
フィブリレーション（ＣＶ／ＤＥＦＩＢ）制御回路部２３０を作動させ、制御回路部２３
０は、高電圧充電制御ライン２４０の制御下で、充電回路２３６を介して、高電圧コンデ
ンサ２４６、２４８の充電を始動する。高電圧コンデンサ上の電圧は、ＶＣＡＰライン２
４４を介して監視され、マルチプレクサ２２０を通過し、マイクロプロセッサ２２４によ
って設定された所定の値に達することに応答して、論理信号の生成をもたらし、充電を終
了させる。その後、ディフィブリレーションパルスまたはカーディオバージョンパルスの
送出のタイミングが、ペーサタイミングおよび制御回路部２１２によって制御される。細
動または頻脈治療の送出に続いて、マイクロプロセッサは、その後、デバイスを心臓ペー
シングに戻し、ペーシングあるいは検知された心房または心室脱分極の発生による、次の
連続する割り込みを待つ。図示するデバイスでは、カーディオバージョンパルスまたはデ
ィフィブリレーションパルスの送出は、制御バス２３８を介して制御回路部２３０の制御
下で、出力回路２３４によって達成される。出力回路２３４は、多相パルスが送出される
か、２相パルスが送出されるか、ハウジング３１１がカソードとして働くか、アノードと
して働くか、どの電極がパルス送出に関係しているかを判断する。
【００５０】
　図４を参照して、先に述べた測定回路３７および励起回路３４と同様な測定回路２０３
を利用して、励起パルスが送出され、スイッチマトリクス２０８において行われる接続を
通して、電極３１０、３１１、３１７、３１８、３２０、３２１、３２４および３２６の
中から選択される任意の電極対によって形成されるベクトル間の、結果として得られるイ
ンピーダンスが測定される。アドレス／データバス２１８に結合する測定回路２０３を、
図示するように、センス増幅器回路２００から分離することができ、または、センス増幅
器回路２００内に含んでもよい。
【００５１】
　本発明によれば、マイクロプロセッサ２２４によってインピーダンス測定が一旦始動す
ると、出力回路２３４によって励起パルスが生成され、上述したように、選択された電極
によって形成されたベクトルに対応する励起パスにわたって印加される。励起パルスは、
電流パルスか、電圧パルスのいずれかの形態であってもよく、いずれの場合も、異なる極
性の１つまたは複数の位相からなるか、または、実施を単純化するために、単相の定電圧
パルスに対応してもよい。本発明の一実施形態では、たとえば、励起パルスは、約１ボル
トの振幅および約９０マイクロ秒のパルス幅を有するが、任意の所望の振幅およびパルス
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幅が利用されてもよい。
【００５２】
　測定回路２０３は、選択された測定電極に対応する測定パスにわたって現れる電圧を測
定し、測定回路２０３による測定タイミングは、励起パルスの送出と同期化されるように
、タイミングおよび制御回路２１２によってタイミングを合わせられる。励起パスにわた
って送出された電流および測定パスにわたって測定された電圧を使用して、マイクロプロ
セッサ２２４は、その後、オームの法則を使用して、見かけの胸部内インピーダンスを計
算する。複数のインピーダンス測定値を生成するために、数日にわたって複数の励起パル
スが送出されるように、プロセスが繰り返される。
【００５３】
　図７Ａは、本発明の一実施形態に従って、インピーダンスを測定する方法の略図である
。たとえば、本発明の一実施形態によれば、経胸腔内インピーダンスＺｍ測定値を生成す
るために、ペーサタイミングおよび制御回路２１２は、制御回路部２３０を介して、電極
１２０と１３０の間で、励起パス２８０に沿って出力回路２３４から所定の電圧パルスＶ

Ｏの送出を始動する。出力回路２３４に組み込まれる抵抗器ＲＯは、既知の抵抗を有する
励起パス２８０に沿って位置し、その結果、励起パス２８０に沿って送出される電流ＩＯ

は、オームの法則を使用して、ＩＯ＝ＶＯ／ＲＯ　として計算されることができる。電圧
Ｖｍは、抵抗器ＲＯの後のポイントと電極１３０の間の測定パス２８２の両端で測定され
、測定パス２８２に送出される電流ＩＯを知って、インピーダンスＺｍが、Ｚｍ＝Ｖｍ／
（ＶＯ／ＲＯ）として計算される。
【００５４】
　本発明によれば、得られるインピーダンス測定値を使用して、所定の時間期間にわたっ
て取得される全てのインピーダンス測定値の平均が計算されて、期間平均インピーダンス
が得られる。予想されるインピーダンスおよび短期間平均（ＳＴＡ）インピーダンス値は
、期間平均インピーダンスから計算され、所定期間にわたる期間平均インピーダンス値の
変化が、以下で述べるように、体液貯留の指標を求めて監視される。予想されるインピー
ダンスは、期間平均インピーダンスが著しくローパスフィルタリングされたものである、
基礎になるベースライン（ＢＬ）インピーダンスであり、過剰の体液が存在しない時の患
者の「ドライ状態の」インピーダンスを表すことが意図される。予想される、すなわち、
ベースラインインピーダンス値は、患者ごとに変わり、一般に、約５０オーム～９０オー
ムの間にある。短期間平均（ＳＴＡ）インピーダンスは、期間平均インピーダンスがわず
かにフィルタリングされたものであり、現在のインピーダンスの最良の推定値であること
が意図される。
【００５５】
　図８は、本発明の一実施形態に従って生成されたインピーダンスデータのグラフィック
表現である。図９は、本発明の一実施形態に従って、インピーダンスの変化を求める方法
を示すフローチャートである。通常、デバイスが患者の中に埋め込まれた直後に起こる、
インピーダンス測定における埋め込み後の低下および回復のために、本発明に従ってイン
ピーダンスの変化を求める方法は、デバイス１００が患者の中に埋め込まれた後に所定の
時間期間が終了するまで始動されない。アルゴリズムが作動する前に、インピーダンス測
定の術後の安定化を可能にするために、埋め込み後の例示的な期間は、たとえば、３０日
である場合がある。初期安定化時間期間が終了すると、アルゴリズムは、予想される、す
なわち、ベースライン（ＢＬ）インピーダンス、および、短期間平均（ＳＴＡ）インピー
ダンスを確立し、図４の、リング（ｅ３）－ケース（ｅ２）および先端（ｅ２）－ケース
（ｅｇ）配置などの励起パスおよび測定パス、または、たとえば上述した、図６の励起パ
スと測定パスの両方に利用されるＲＶコイル電極１２０およびハウジング電極１３０につ
いて選択された事前にプログラムされたベクトルから得られるインピーダンス測定値の変
化を探し始める。しかしながら、励起パスが電極１２３と電極１３０の間にあり、測定パ
スが電極１１７と電極１３０の間にある配置などの、他の配置を利用することもできるこ
とが理解される。
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【００５６】
　図８に示すように、１日の所定期間の間に１日当たりに所定回数収集された個々の処理
前のインピーダンス測定値の平均に対応する、計算された期間平均インピーダンス４００
、ならびに、細切れ線と実線でそれぞれ示す、ベースラインインピーダンス４０２と短期
間平均（ＳＴＡ）インピーダンス４０４の計算された値のグラフィック表現は、以下で述
べるように、測定されたインピーダンスからプロット４０６で生成される。さらに、ベー
スラインインピーダンス４０８のパーセンテージとしての、計算された短期間平均インピ
ーダンスと計算されたベースラインインピーダンスとの差のグラフィック表現は、プロッ
ト４１０で生成され、ベースラインインピーダンス４０２と計算された期間平均インピー
ダンス４００との差によって示される差の積分（Ｉｎｔｄｉｆｆ）４１２のグラフィック
表現は、プロット４１４で生成される。差の積分（Ｉｎｔｄｉｆｆ）４１２は、以下で述
べるように、ベースラインインピーダンス４０２と計算された期間平均インピーダンス４
００との差を蓄積する。
【００５７】
　図８に示す例では、計算された期間平均インピーダンス４００は、たとえば１２ｐｍ～
６ａｍ、６ａｍ～１２ａｍ、１２ａｍ～６ｐｍ、および６ｐｍ～１２ｐｍの時間の間など
の、１日当たり４回収集された個々の処理前のインピーダンス測定値から求められ、１日
当たり４つの計算された期間平均インピーダンス４００が得られるが、本発明は、このレ
ートに限定されることを意図されず、したがって、本発明は、他の可能な取得レートを含
むことになることが理解される。図８Ａは、本発明の一実施形態に従って生成されたイン
ピーダンスデータの例示的なグラフィック表現であり、計算された期間平均インピーダン
ス４００は、１２ａｍ～５ｐｍの時間の間など、１日当たり１回収集された個々の処理前
のインピーダンス測定値から求められた。
【００５８】
　本発明の一実施形態によれば、期間平均インピーダンス４００は、それぞれの１日の間
の所定の時間期間にわたって得られたインピーダンス測定値の平均を計算することによっ
て求められる。たとえば、図８Ａにグラフで表すように、期間平均インピーダンス４００
が１日当たり１回生成される、本発明の一実施形態によれば、期間平均インピーダンスは
、１２ａｍ（０ｐｍ）～５ｐｍの間の５時間の期間にわたって得られた５１２個のインピ
ーダンス測定値を使用して求められるが、本発明から逸脱することなく、任意の数のイン
ピーダンスを任意所望の時間期間にわたって得てもよい。特に、期間平均インピーダンス
を求めるために、１２ａｍ～５ｐｍの各１時間の期間は、３個の２０分の時間期間に分割
され、２０分の時間期間の間に、３２個のインピーダンス測定値が得られ、３２個のイン
ピーダンスの１５回の測定値がもたらされる。さらに、３２個のインピーダンス測定値が
、同様に、５ｐｍに得られ、その結果、１２ａｍ～５ｐｍの期間の間に、全部で、３２個
のインピーダンスの１６回の測定が行われ、毎日、５時間の期間にわたって総計５１２個
のインピーダンス測定値（３２×１６＝５１２）が得られることになる。期間平均インピ
ーダンス値は、その後、所定の時間期間、すなわち、１２ａｍ～５ｐｍの間に生成された
５１２個のインピーダンスの平均を計算することによって求められる。
【００５９】
　図８にグラフで表すように、期間平均インピーダンス４００が１日当たり４回生成され
る一実施形態において、４回の時間期間、すなわち、１２ｐｍ～６ａｍ、６～１２ａｍ、
１２ａｍ～６ｐｍ、および６ｐｍ～１２ｐｍの時間の間のそれぞれにわたって収集された
所定数のインピーダンスに基づいて、同様なプロセスが利用されるであろう。たとえば、
本発明の一実施形態では、４回の６時間期間の各１時間は、３個の２０分の期間に分割さ
れ、その結果、４回の時間期間のそれぞれにおいて、全部で、３２個のインピーダンスの
２０回の測定が行われ、４回の６時間の時間期間のそれぞれにおいて、総計６４０個のイ
ンピーダンス測定値（３２×２０＝６４０）が得られ、１日で２，５６０個の処理前のイ
ンピーダンス値が必要とされる。
【００６０】
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　どんな場合でも、期間平均インピーダンスを計算するインピーダンスサンプリング方式
の設計目的は、心周期、呼吸周期、活動レベル、姿勢などのような、患者の基礎となる体
液状態に関係しない全てのインピーダンス変化を含む、望ましくないインピーダンス修正
因子の寄与を排除することである。望ましくないインピーダンス修正因子は、患者の体液
状態の真の変化に比べてより短い時間スケールで作用し、したがって、先に提示した例な
どの適切なサンプリングおよび平均方式を使用して、これらの望ましくないインピーダン
ス修正因子の寄与を排除することができる。
【００６１】
　図１０は、インピーダンスの日内変動対体液過剰負荷状態のインピーダンス変動につい
てのグラフィック表現である。図１０に示すように、インピーダンスの日内変動は、患者
が体液過剰負荷状態にある時に見られるインピーダンス変動に比較して、患者が健康であ
る時により大きいため、本発明者等は、１２ａｍ～５ｐｍの所定の時間期間の間にインピ
ーダンス値を得ることが有利であると判断した。結果として、正常なインピーダンスの日
内変動と患者が体液過剰負荷状態にある時に見られるインピーダンス変動との差は、ピー
クインピーダンス６００でより大きく、１２ａｍ～５ｐｍの日内周期で起こる。
【００６２】
　図９に示すように、インピーダンス測定機構(feature)がマイクロプロセッサ２２４に
よって始動されると、マイクロプロセッサ２２４は、ステップ５００において、ベースラ
インＢＬインピーダンス、短期間平均ＳＴＡインピーダンス、および、ベースラインＢＬ
インピーダンスと計算された期間平均インピーダンス４００との差の積分（Ｉｎｔｄｉｆ
ｆ）をゼロに等しくなるように設定し、インピーダンス測定カウンタをプリセットされた
所定の測定回数に等しくなるように設定することによって、本発明に従ってインピーダン
スの変化を求めるためのパラメータを初期化する。所定の測定回数は、ベースラインＢＬ
インピーダンスおよび短期間平均インピーダンスＳＴＡパラメータを初期化するのに望ま
れる日数に従って選択される。たとえば、図８にグラフで表すように、期間平均インピー
ダンス４００が１日当たり４回計算され、ベースラインＢＬインピーダンスおよび短期間
平均ＳＴＡインピーダンスパラメータが３日以内で初期化されることが望ましい一実施形
態では、所定の測定回数は、１２回の測定（３日の間での、１日当たり４回の測定＝１２
回の測定）に等しいことになり、したがって、ステップ５００において、インピーダンス
測定カウンタは、１２に等しくなるように設定されることによって初期化されることにな
る。一方、図８Ａにグラフで表すように、期間平均インピーダンス４００が１日当たり１
回計算され、ベースラインＢＬインピーダンスおよび短期間平均ＳＴＡインピーダンスパ
ラメータが４日以内で初期化されることが望ましい一実施形態では、所定の測定回数は、
４回の測定（４日の間での、１日当たり１回の測定＝４回の測定）に等しいことになり、
したがって、ステップ５００において、インピーダンス測定カウンタは、４に等しくなる
ように設定されることによって初期化されることになる。
【００６３】
　ステップ５００においてパラメータが初期化されると、ステップ５０２において、イン
ピーダンス測定カウンタに関連する日数の期間にわたって所定回数生成される計算された
期間平均インピーダンスに基づいて、ベースラインＢＬインピーダンスおよび短期間平均
ＳＴＡインピーダンスの初期値が求められる。
【００６４】
　図１１は、本発明の一実施形態に従って、初期のベースラインインピーダンスおよび短
期間平均インピーダンス値を得ることを示す例示的な略図である。特に、図９および図１
１に示すように、本発明の一実施形態では、ベースラインＢＬインピーダンスおよび短期
間平均ＳＴＡインピーダンスについての初期値は、たとえば、上述したように、所定の日
数にわたって、また、それぞれの1日の間の所定の時間期間にわたって計算される期間平
均インピーダンス測定値の平均を計算することによって求められる。結果として、ステッ
プ５０６において、短期間平均インピーダンスＳＴＡ（ｉ）は、前に計算した短期間平均
インピーダンスＳＴＡ（ｉ－１）と、測定カウンタに関連する所定の測定回数、すなわち
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、たとえば、１２回の測定によって除算された、現在の計算された期間平均インピーダン
ス、すなわちインピーダンス（ｉ）の和に等しい。短期間平均インピーダンスＳＴＡ（ｉ
）が求められると、ステップ５０８において、ベースラインインピーダンスＢＬ（ｉ）は
、短期間平均インピーダンスＳＴＡ（ｉ）に等しくなるように設定されることによって更
新され、インピーダンス測定カウンタは、ステップ５１０においてデクリメントされる。
ステップ５１１において、次の有効な期間平均インピーダンスが受け取られると、ステッ
プ５１２においてインピーダンス測定カウンタがゼロより大きいかどうかを判断すること
によって、全ての期間平均インピーダンス測定が行われたかどうかについての判断が行わ
れる。
【００６５】
　全ての期間平均インピーダンス測定が行われておらず、したがって、インピーダンス測
定カウンタが、ゼロより大きいと判断される、すなわち、ステップ５１２においてＹＥＳ
の場合、ステップ５０２～５１２において平均化プロセスが繰り返される。本発明は、ス
テップ５０２～５１２に示す平均化方式に限定されることを意図されず、したがって、本
発明は、図１１に示す平均化方式を使用して期間平均インピーダンスの平均を求めること
に限定されることを意図されないことが理解される。むしろ、期間平均インピーダンスの
平均は、任意の他の知られている１つまたは複数の平均化方式を使用して計算されてもよ
い。
【００６６】
　全ての期間平均インピーダンス測定が行われており、したがって、ベースラインＢＬイ
ンピーダンスおよび短期間平均ＳＴＡインピーダンスの初期値が求められる、すなわち、
ステップ５１２においてＮＯの場合、ステップ５１４およびステップ５１６において、短
期間平均ＳＴＡインピーダンスおよびベースラインＢＬインピーダンスが更新される。
【００６７】
　図１２は、本発明の一実施形態による短期間平均インピーダンス値の更新を示す例示的
な略図である。図１２に示すように、本発明の一実施形態によれば、短期間平均インピー
ダンスＳＴＡ（ｉ）は、２次ローパスフィルタに従って更新される。特に、短期間平均イ
ンピーダンスＳＴＡ（ｉ）は、前の２日間についての短期間平均（それぞれ、Ａ＊ＳＴＡ
（ｉ－１）およびＢ＊ＳＴＡ（ｉ－２））、当日について計算された期間平均インピーダ
ンス（Ｃ＊インピーダンス(ｉ)）、ならびに、前の２日間についての期間平均インピーダ
ンス（それぞれ、Ｄ＊インピーダンス(ｉ－１)およびＥ＊インピーダンス(ｉ－２)）の重
み付き和をとることによって更新される。
【００６８】
　例によれば、図８Ａに示すように、１２ａｍ～５ｐｍに収集される処理前のインピーダ
ンス測定値を使用して５１２、期間平均インピーダンス４００が１日当たり１回計算され
、インピーダンス測定カウンタが４回の測定で初期化される、本発明の一実施形態によれ
ば、重み変数Ａは７７／２５６に等しく、重み変数Ｂは５０／２５６に等しく、重み変数
Ｃは６０／２５６に等しく、重み変数Ｄは１０９／２５６に等しく、重み変数Ｅは６０／
２５６に等しい。一方、図８に示す、１２ｐｍ～６ａｍ、６ａｍ～１２ａｍ、１２ａｍ～
６ｐｍ、および６ｐｍ～１２ｐｍの時間の間に収集される５１２個の処理前のインピーダ
ンス測定値を使用して、期間平均インピーダンス４００が１日当たり４回計算され、イン
ピーダンス測定カウンタが１２回の測定で初期化される、本発明の一実施形態によれば、
重み変数Ａは７６／６４に等しく、重み変数Ｂは２７／６４に等しく、重み変数Ｃは８／
６４に等しく、重み変数Ｄはゼロに等しく、重み変数Ｅは８／６４に等しい。しかしなが
ら、本発明によれば、重み変数Ａ～Ｅは、これらの値に限定されることを意図されず、ロ
ーパスフィルタは、２次ローパスフィルタに限定されることを意図されないことが理解さ
れる。
【００６９】
　本発明によれば、ベースラインインピーダンスは、短期間平均インピーダンスよりずっ
と遅いレートで更新される。図１３は、本発明の一実施形態に従って、ベースラインイン
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ピーダンス値を更新することを示す例示的な略図である。図９および図１３に示すように
、本発明の一実施形態によれば、短期間平均インピーダンスがステップ５１４において更
新されると、ステップ５１６においてベースラインＢＬインピーダンス４０２の更新中に
、マイクロプロセッサ２２４は、ステップ５１８において、ベースラインインピーダンス
４０２が短期間平均インピーダンスＳＴＡ（ｉ）より大きいかどうかを判断することによ
って現在のベースラインインピーダンスＢＬ（ｉ）に対する短期間平均インピーダンスＳ
ＴＡ（ｉ）の場所を求める。現在のベースラインインピーダンスＢＬ（ｉ）が、短期間平
均インピーダンスＳＴＡ（ｉ）より大きい、すなわち、ステップ５１８においてＹＥＳの
場合、ステップ５２０において、現在のベースラインインピーダンスＢＬ（ｉ）は、所定
の下方ドリフトだけ減少した、前のベースラインインピーダンスＢＬ（ｉ－１）に等しく
なるように設定することによって更新される。一方、現在のベースラインインピーダンス
ＢＬ（ｉ）が、短期間平均インピーダンスＳＴＡ（ｉ）より大きくない、すなわち、ステ
ップ５１８においてＮＯの場合、ステップ５２２において、現在のベースラインインピー
ダンスＢＬ（ｉ）は、所定の上方ドリフトだけ増加した、前のベースラインインピーダン
スＢＬ（ｉ－１）に等しくなるように設定することによって更新される。
【００７０】
　本発明によれば、インピーダンスの減少に対してデバイス１００の感度を高くするため
に、ステップ５２０での下方ドリフトは、ステップ５２２での上方ドリフトより小さくな
るように設定される。たとえば、本発明の一実施形態によれば、下方ドリフトは、１日当
たり０．０５５オームにおよそ等しくなるように設定され、上方ドリフトは、１日当たり
０．１８オームにおよそ等しくなるように設定されるが、所望であれば、他の値が利用さ
れてもよい。ベースラインＢＬインピーダンス値を更新する方法はまた、現在のベースラ
インＢＬインピーダンスか短期間平均ＳＴＡインピーダンスのいずれかを入力とした、ロ
ーパスフィルタによるであろう。本発明者等は、誤った警報を回避しながら体液の過剰負
荷に対して入院を予想するには、ＢＬの減少レートより速い増加レートが非常に有利であ
ると判断した。
【００７１】
　図９に戻ると、短期間平均インピーダンス４０４およびベースラインインピーダンス４
０２が更新されると、マイクロプロセッサ２２４は、ステップ５２４において、短期間平
均インピーダンスとベースラインインピーダンスの相対位置が変わったかどうかを判断す
る。この判断は、短期間平均インピーダンス４０４がベースラインインピーダンス４０２
より小さかったが、いまやベースラインインピーダンス４０２以上である場合か、または
、マイクロプロセッサ２２４は、短期間平均インピーダンス４０４がベースラインインピ
ーダンス４０２より大きかったが、いまやベースラインインピーダンス４０２以下である
場合に起こる。特に、たとえば、図８Ａに示すように、前日に対応する計算された短期間
平均インピーダンス４０３はベースラインインピーダンス４０２より小さく、当日に対応
する計算された短期間平均インピーダンス４０５はベースラインインピーダンス４０２よ
り大きいため、短期間平均インピーダンス４０４はベースラインインピーダンス４０２に
交差する、すなわち、ステップ５２４においてＹＥＳである。一方、前日に対応する計算
された短期間インピーダンス４０７はベースラインインピーダンス４０２より大きく、当
日に対応する計算された短期間インピーダンス４０９はベースラインインピーダンス４０
２より小さいため、短期間平均インピーダンス４０４はベースラインインピーダンス４０
２に交差する、すなわち、ステップ５２４においてＹＥＳである。短期間平均インピーダ
ンス４０４によるベースラインインピーダンス４０２のこうした交差は、体液貯留または
脱水を示す異常インピーダンスの存在を推測する証拠がもはや存在しないという指標であ
る。
【００７２】
　図９に示すように、短期間平均インピーダンス４０４がベースラインインピーダンス４
０２に交差すると判断される、すなわち、ステップ５２４においてＹＥＳの場合、マイク
ロプロセッサ２２４は、ステップ５２６において、期間平均インピーダンスとベースライ
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ンインピーダンスの差の積分（Ｉｎｔｄｉｆｆ）４１２をゼロに等しくなるように設定す
る。一方、短期間平均インピーダンス４０４がベースラインインピーダンス４０２に交差
しないと判断される、すなわち、ステップ５２４においてＮＯの場合、マイクロプロセッ
サ２２４は、ステップ５２８において、現在の計算された期間平均インピーダンス４００
とベースラインインピーダンス４０２の現在の差を加算することによって、期間平均イン
ピーダンスとベースラインインピーダンスの差の積分（Ｉｎｔｄｉｆｆ）４１２を更新す
る。その後、ステップ５３０において、有意のインピーダンス変化が起こったかどうかに
ついて判断が行われる。
【００７３】
　本発明の一実施形態によれば、有意のインピーダンス変化が起こったかどうかについて
の、ステップ５３０での判断は、たとえば、期間平均インピーダンスとベースラインイン
ピーダンスの差の更新された積分（Ｉｎｔｄｉｆｆ）４１２が所定のＩｎｔｄｉｆｆ閾値
４１６より小さいどうかを判断することによって行われる。本発明の別の実施形態によれ
ば、有意のインピーダンス変化が起こったかどうかについての、ステップ５３０での判断
は、短期間平均インピーダンスとベースラインインピーダンスの差ＳＴＡ－ＢＬが所定の
閾値４１８より小さいかどうかを判断することによって、ベースラインインピーダンスが
所定のベースラインインピーダンス閾値４２０より小さいかどうかを判断することによっ
て、または、ＩｎｔＤｉｆｆ４１２、ＳＴＡ－ＢＬ、およびベースラインインピーダンス
の任意の組み合わせがそれぞれの閾値４１６～４２０より小さいかどうかを判断すること
によって行われることができる。
【００７４】
　短期間平均インピーダンスとベースラインインピーダンスの差ＳＴＡ－ＢＬに対応する
パラメータは、その全体が参照により本明細書に援用される、Combs他に対する米国特許
第５，９５７，８６１号に記載されるパラメータと同じであり、測定されたインピーダン
スが入院前の数週間にわたってゆっくりと減少する時、有意のインピーダンス変化の存在
についてのあまり役立たないインジケータである。しかしながら、ＳＴＡ－ＢＬパラメー
タは、心不全の非常に急速な代償不全を有する患者において有益である場合がある。最後
に、ＢＬパラメータの直接閾値設定(thresholding)は、最も簡単にプログラムされる閾値
であり、極端にゆっくりした疾病過程を検出するための値を有する場合がある。
【００７５】
　有意のインピーダンス変化が起こったと判断される、すなわち、ステップ５３０におい
てＹＥＳの場合、ステップ５３２において、患者に状態を知らせるために、患者通知回路
３３１を介して警報または患者インジケータが作動される。たとえば、図８および図８Ａ
のプロット４１０で生成される、ベースラインインピーダンス４０８のパーセンテージと
しての、計算された短期間平均インピーダンスと計算されたベースラインインピーダンス
の差が、閾値４１８より小さい時、または、プロット４１４で生成されるＩｎｔｄｉｆｆ
４１２が閾値４１６より小さい時、または、ベースラインＢＬインピーダンスが所定のベ
ースラインインピーダンス閾値より小さい時に警報が作動される。閾値４１６および閾値
４１８は、それぞれ、－６０オームおよび－１０オームに等しいものとして示されるが、
本発明は、これらの値に限定されることを意図されない。むしろ、本発明によれば、閾値
４１６および閾値４１８は、臨床医によって任意所望の値としてプログラムされることが
できる。同様に、ベースラインインピーダンス閾値４２０は、患者固有であり、したがっ
て、臨床医によって、特定の患者に適切であると思われる任意の値に再プログラムされて
もよい。
【００７６】
　本発明によれば、ステップ５３２の警報は、たとえば、可聴警報、振動、刺激、外部デ
ータベースまたは通信ネットワークに送信するための、テレメトリ回路部３３０を介した
外部デバイスへの通信を含むであろう。本発明の一実施形態によれば、インピーダンスの
変化に基づいて体液貯留または脱水を検出したことを、患者および／または外部エンティ
ティに単に報知することに加えて、ステップ５３３において、インピーダンスの変化に基
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づいた体液貯留または脱水の検出に応答して、治療が、始動されるか、または変更されて
もよい。こうした治療は、たとえば、薬剤ポンプ、ペーシングモード、ペーシングレート
、心臓再同期化治療（ＣＲＴ）、心臓増強作用治療（ＣＰＴ）などを含むであろう。さら
に、本発明の一実施形態によれば、インピーダンスの変化を検出するアルゴリズムはまた
、ステップ５３３において、インピーダンスの変化に基づいた体液貯留または脱水の検出
に応答して変更されるであろう。たとえば、期間平均インピーダンス４００が生成される
回数は、初期レート、すなわち、１日当たり１回～１時間当たり１回から、高速レートへ
と増加するであろう。
【００７７】
　インピーダンスの変化を判断することに応答して、治療が始動されるか否か、または、
変更されるか否か、あるいは、インピーダンス変化を検出するアルゴリズムが変更される
か否かは、プログラム可能であり、したがって、オプションである。結果として、ステッ
プ５３２において警報が作動すると、ステップ５３３において、治療またはインピーダン
ス変化を検出するアルゴリズムが、変更されるか、始動されるべきかどうかについての判
断が行われる。変更され始動されるべきである場合、治療および／またはインピーダンス
変化を検出するアルゴリズムは、ステップ５３５において、始動されるか、または変更さ
れる。ステップ５３２において、警報が作動し、治療／アルゴリズムの変更無し／始動無
しが設定される、すなわち、ステップ５３３においてＮＯであるか、警報が作動し、治療
／アルゴリズムが変更されるか、または始動された、すなわち、ステップ５３３およびス
テップ５３５においてＹＥＳであったか、あるいは、有意なインピーダンス変化が起こら
なかったと判断される、すなわち、ステップ５３０においてＮＯであると、プロセスは、
所定の時間期間の間で、１日当たり所定の回数収集される個々の処理前のインピーダンス
測定値についての、次の有効な期間平均インピーダンス４００が生成されるのを待ち、ス
テップ５１４～５３２のプロセスが繰り返される。
【００７８】
　Ｉｎｔｄｉｆｆ４１２パラメータが、所定の閾値を超え、警報が発せられると、警報は
、ステップ５２６において、Ｉｎｔｄｉｆｆ４１２パラメータがクリアされるまで毎日作
動し続けるであろう。ＩｎｔＤｉｆｆ４１２パラメータのクリアは、短期間平均ＳＴＡイ
ンピーダンスがベースラインＢＬインピーダンスを交差する時に起こり、異常インピーダ
ンスの証拠がもはや存在しないことを指示する。上述したように、警報状態の終了は、臨
床医および患者にとって有利である。その理由は、警報状態の終了を使用して、警報状態
の始動時にとられた補正動作（たとえば、利尿薬の投与量の増加）によって、状態を補正
するのに成功したことが指示されるからである。
【００７９】
　本発明の一実施形態によれば、ステップ５３４において、所定の時間期間の間で、１日
当たり所定の回数収集される個々の処理前のインピーダンス測定値についての、次の有効
な期間平均インピーダンス４００が生成されると、ステップ５３６において、アルゴリズ
ムをリセットするためのコマンドが、テレメトリ回路３３０を介して受信されたかどうか
についての判断が行われる。この機構は、オプションであり、測定されたインピーダンス
を急速に変える（経静脈的な利尿薬の投与などの）介入後に、ＢＬおよびＳＴＡの新しい
初期値を確立するのに都合がよい。ユーザは、アルゴリズムが、即座にリセットするか、
または、プログラム可能な遅延（たとえば、１週間）後にリセットするように指令するこ
とができる。遅延は、たとえば、患者が薬剤を摂取した後など、患者の状態が安定してい
ると予想された後にだけリセットを強制するのに役立つ。アルゴリズムをリセットするた
めのコマンドは、たとえば、その全体が参照により本明細書に援用される、DeGroot他に
対する、同一譲受人に譲渡された米国特許第５，８３６，９７５号に記載される作動(act
ivation)を使用して受信されることができる。
【００８０】
　図１４は、本発明の一実施形態による、インピーダンス変化を求める方法を示す方法の
フローチャートである。図１４に示す、インピーダンス変化を求める方法は、図９を参照
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して述べた方法と同じであるが、図１４の実施形態のステップ６００の初期化中に、ベー
スラインインピーダンスは、ステップ６０８において、デバイスの埋め込み中に医師によ
って入力される所定の値に等しくなるように設定される。ベースラインインピーダンスは
、その後、計算された期間平均インピーダンスに応答して自動的に更新されるのではなく
、インピーダンス変化を求めるプロセスの間中、この所定の値を維持する。結果として、
図９の実施形態における、ベースラインインピーダンスを更新するステップ、すなわちス
テップ５１６は、図１４の実施形態には含まれない。
【００８１】
　図１５は、本発明の一実施形態に従って、初期の短期間平均インピーダンス値を得るこ
とを示す例示的な略図である。図１５に示すように、ベースラインインピーダンスは、ス
テップ６００において、初期化中に得た所定の値を維持するため、図１４の実施形態は、
ステップ６００においてパラメータが初期化されると、初期値が、ステップ６０６におい
て、ベースラインインピーダンスについてではなく、短期間平均インピーダンスについて
のみ求められる点で、図９の実施形態とは異なる。
【００８２】
　さらに、図１４の実施形態では、有意のインピーダンス変化が起こったかどうかについ
ての判断は、期間平均インピーダンスとベースラインインピーダンスの差の更新された積
分（Ｉｎｔｄｉｆｆ）４１２が所定のＩｎｔｄｉｆｆ閾値４１６より小さいかどうかを判
断することによって、ステップ６３０において行われる。本発明の別の実施形態によれば
、有意のインピーダンス変化が起こったかどうかについての、ステップ６３０での判断は
、短期間平均インピーダンスとベースラインインピーダンスの差ＳＴＡ－ＢＬが所定の閾
値４１８より小さいかどうかを判断することによって、また、さらに別の実施形態では、
Ｉｎｔｄｉｆｆ４１２およびＳＴＡ－ＢＬの任意の組み合わせがそれぞれの閾値４１６お
よび４１８より小さいかどうかを判断することによって行われることができる。図１４の
実施形態に含まれるステップの残りは、図９の実施形態を参照して上述した対応するステ
ップと同じであり、したがって、簡潔にするだけのために繰り返されない。
【００８３】
　プロセス中、ベースラインインピーダンスについての選択された所定の値を維持するこ
とによって、図１４の実施形態は、臨床医が、患者の特定の生理的傾向を熟知し、その患
者についてベースラインインピーダンスを特定の所定の値、たとえば、７５オームに設定
する能力を有することを望むことを可能にし、それによって、本発明に従ってインピーダ
ンス変化を求めるプロセスを通してベースラインインピーダンスが所定の値を維持する。
【００８４】
　本発明による、経胸腔的インピーダンスの測定は、上述したように、肺のうっ血／浮腫
の兆候の検出、ならびに、（インピーダンスの増加によって知らされる）患者の脱水、ま
たは、肺線維症、喘息、またはＣＯＰＤのような他の疾患プロセスの悪化の存在の検出に
利用されることができる。
【００８５】
　上述した技法の一部は、図７に示す、マイクロプロセッサ２２４などのプログラム可能
なプロセッサまたはペーサタイミングおよび制御回路部２１２のための命令を含むコンピ
ュータ読み取り可能媒体として具体化されることができる。プログラム可能なプロセッサ
は、独立に、または、連携して動作し得る、１つまたは複数の個々のプロセッサを含むこ
とができる。「コンピュータ読み取り可能媒体」は、フロッピィディスク、従来のハード
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、フラッシュＲＯＭ、不揮発性ＲＯＭ、ＲＡＭ、および、磁気媒
体または光記憶媒体などの、任意のタイプのコンピュータメモリを含むが、それに限定は
しない。媒体は、プロセッサに、本発明に従って補充レート変動のセッションを始動する
ための、上述した任意の機構を実施させる命令を含むことができる。
【００８６】
　本発明の特定の実施形態が、示され述べられてきたが、変更を行ってもよい。したがっ
て、添付の特許請求の範囲において、本発明の真の精神および範囲内に入る、全てのこう
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【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の一実施形態による埋め込み可能医療デバイスの略図である。
【図２】本発明の一実施形態による埋め込み可能医療デバイスの例示的な電極構成の略図
である。
【図３】本発明を有効に実施することができる例示的な埋め込み可能医療デバイスの略図
である。
【図４】本発明を有効に実施することができる例示的な埋め込み可能医療デバイスに備え
られる監視回路の略図である。
【図５】本発明の一実施形態による、図４の監視回路で利用されるタイミングシーケンス
のグラフィック表現である。
【図６】本発明を本発明の一実施形態に従って有効に実施することができる埋め込み可能
医療デバイスの略図である。
【図７】本発明を有効に実施することができる図６に示すタイプの例示的な埋め込み可能
医療デバイスの機能ブロック図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態に従ってインピーダンスを測定する方法の略図である。
【図８】本発明の一実施形態に従って生成されたインピーダンスデータのグラフィック表
現である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態に従って生成されたインピーダンスデータの例示的なグラ
フィック表現である。
【図９】本発明の一実施形態に従って、インピーダンスの変化を求める方法を示すフロー
チャートである。
【図１０】インピーダンスの日内変動対体液過剰負荷状態のインピーダンス変動について
のグラフィック表現である。
【図１１】本発明の一実施形態に従って、初期のベースラインインピーダンスおよび短期
間平均インピーダンス値を得ることを示す例示的な略図である。
【図１２】本発明の一実施形態による短期間平均インピーダンス値の更新を示す例示的な
略図である。
【図１３】本発明の一実施形態に従って、ベースラインインピーダンス値を更新すること
を示す例示的な略図である。
【図１４】本発明の一実施形態による、インピーダンス変化を求める方法を示す方法のフ
ローチャートである。
【図１５】本発明の一実施形態に従って、初期の短期間平均インピーダンス値を得ること
を示す例示的な略図である。



(22) JP 4699760 B2 2011.6.15

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(23) JP 4699760 B2 2011.6.15

【図７】 【図７Ａ】

【図８】 【図８Ａ】



(24) JP 4699760 B2 2011.6.15

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(25) JP 4699760 B2 2011.6.15

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(26) JP 4699760 B2 2011.6.15

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100080137
            弁理士　千葉　昭男
(74)代理人  100096013
            弁理士　富田　博行
(72)発明者  スタッドラー，ロバート・ダブリュー
            アメリカ合衆国ミネソタ州５５１２６，ショアビュー，オークウッド・ドライブ　３３９
(72)発明者  ワン，リ
            アメリカ合衆国ミネソタ州５５１１０，ホワイト・ベアー・タウンシップ，パーク・バレー・レイ
            ン　４１３２

    審査官  湯本　照基

(56)参考文献  特開平０６－１５４１８６（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０５８６５７３６（ＵＳ，Ａ）
              特開平０８－１７３３９４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B   5/05


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

