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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　除細動電極パッドであって、
　電極セクションと、
　前記電極セクションに機械的に連結されたＣＰＲ実施セクションと、を備え、
　前記除細動電極パッドが第１の向きに方向付けられて成人被験者に配置された場合、前
記ＣＰＲ実施セクションが前記成人被験者の胸甲の上方に位置付けられ、前記電極セクシ
ョンが前記成人被験者への除細動ショックを実施するのに適切な位置に位置付けられるよ
うに前記電極セクションと前記ＣＰＲ実施セクションの双方が互いに相対的に位置付けら
れ、前記除細動電極パッドは成人被験者にて使用され、
　前記除細動電極パッドが前記第１の向きとは異なる第２の向きに方向付けられて小児被
験者に配置された場合、前記ＣＰＲ実施セクションが前記小児被験者の胸甲の上方に位置
付けられ、前記電極セクションが前記小児被験者への除細動ショックを実施するのに適切
な位置に位置付けられるように前記電極セクションと前記ＣＰＲ実施セクションの双方が
互いに相対的に位置付けられ、前記除細動電極パッドは小児被験者にて使用される、除細
動電極パッド。
【請求項２】
　前記第１の向きは、前記第２の向きから約１８０度回転された向きである、請求項１に
記載の除細動電極パッド。
【請求項３】
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　前記成人被験者への除細動ショックを実施するのに適切な前記位置は、前記成人被験者
の胸の頂点の位置である、請求項１または２に記載の除細動電極パッド。
【請求項４】
　前記小児被験者への除細動ショックを実施するのに適切な前記位置は、前記小児被験者
の側面の位置である、請求項１または２に記載の除細動電極パッド。
【請求項５】
　成人被験者への前記除細動電極パッドの適切な向きおよび小児被験者への前記除細動電
極パッドの適切な向きのしるしをさらに備える、請求項１に記載の除細動電極パッド。
【請求項６】
　前記被験者へのＣＰＲの実施中、前記被験者に適用される複数の胸部圧迫の頻度および
深さのうちの少なくとも１つに関するフィードバックを提供するＣＰＲ補助デバイスをさ
らに備える、請求項１、２、および５のいずれか一項に記載の除細動電極パッド。
【請求項７】
　除細動電極パッドであって、
　電極セクションと、
　ＣＰＲ実施セクションと、
　成人被験者への前記除細動電極パッドの適切な向きのインジケータおよび小児被験者へ
の前記除細動電極パッドの適切な向きのインジケータと、を備え、
　前記除細動電極パッドが第１の向きに方向付けられて前記成人被験者に配置された場合
、前記ＣＰＲ実施セクションが前記成人被験者の胸甲の上方に位置付けられ、前記電極セ
クションが前記成人被験者への除細動ショックを実施するのに適切な位置に位置付けられ
るように前記電極セクションと前記ＣＰＲ実施セクションの双方が互いに相対的に位置付
けられ、前記除細動電極パッドは成人被験者にて使用され、
　前記除細動電極パッドが前記第１の向きとは異なる第２の向きに方向付けられて前記小
児被験者に配置された場合、前記ＣＰＲ実施セクションが前記小児被験者の胸甲の上方に
位置付けられ、前記電極セクションが前記小児被験者への除細動ショックを実施するのに
適切な位置に位置付けられるように前記電極セクションと前記ＣＰＲ実施セクションの双
方が互いに相対的に位置付けられ、前記除細動電極パッドは小児被験者にて使用される、
除細動電極パッド。
【請求項８】
　前記電極セクションは、ブリッジ部材によって、前記ＣＰＲ実施セクションに機械的に
連結されている、請求項７に記載の除細動電極パッド。
【請求項９】
　前記ブリッジ部材は、半剛性材料を含み、前記電極セクションおよび前記ＣＰＲ実施セ
クションが、互いに相対的に一定の向きのまま、および互いに一定の距離だけ分離された
ままにすることをもたらす、請求項８に記載の除細動電極パッド。
【請求項１０】
　前記ブリッジ部材は、変形可能な材料を含み、前記電極セクションと前記ＣＰＲ実施セ
クションとの間の相対的向きおよび距離が変化されることをもたらす、請求項８に記載の
除細動電極パッド。
【請求項１１】
　前記ブリッジ部材は、１または複数の穿孔を含み、前記１または複数の穿孔は，前記１
または複数の穿孔に沿って、切り離すまたは引き剥がすことによって、前記電極セクショ
ンが、前記ＣＰＲ実施セクションから取り外されることをもたらす、請求項８から１０の
いずれか一項に記載の除細動電極パッド。
【請求項１２】
　前記除細動電極パッドの前記適切な向きの前記インジケータは、前記成人被験者への前
記除細動電極パッドの前記適切な向きが、前記小児被験者への前記除細動電極パッドの前
記適切な向きから反転された向きであることを示す、請求項７から１０のいずれか一項に
記載の除細動電極パッド。
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【請求項１３】
　前記ＣＰＲ実施セクションは、変位センサを含む、請求項７から１０のいずれか一項に
記載の除細動電極パッド。
【請求項１４】
　前記ＣＰＲ実施セクションは、前記除細動電極パッドが配置された被験者へのＣＰＲの
実施中、前記被験者に適用される複数の胸部圧迫の頻度および深さのうちの少なくとも１
つに関するフィードバックを提供するＣＰＲ補助デバイスを含む、請求項７から１０のい
ずれか一項に記載の除細動電極パッド。
【請求項１５】
　前記除細動電極パッドの前記適切な向きの前記インジケータは、前記被験者への前記除
細動電極パッドの前記適切な向きのビジュアルインジケータおよび触知性インジケータの
うちの１つを含む、請求項７から１０のいずれか一項に記載の除細動電極パッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願］
　本願は、米国特許法第１１９条（ｅ）の下、２０１３年９月３０日に出願された、米国
仮特許出願第６１／８８４，２６４号、発明の名称「成人および小児被験者のための汎用
性除細動電極パッドアセンブリ」の優先権を主張し、参照により本明細書にその全体が組
み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の複数の態様および実施形態は、心臓の苦痛を経験する個人の治療のためのシス
テムおよび方法に関する。
【０００３】
　［関連技術］
　心臓の苦痛を経験する被験者の治療は概して、被験者の気道をきれいにすること、被験
者の呼吸を補助すること、胸部圧迫、および除細動が含まれる。
【０００４】
　除細動は、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を使用して実行され得る。多くの自動体外式
除細動器は実際、半自動体外式除細動器（ＳＡＥＤ）であり、それは臨床医がスタートボ
タンを押すことを要求し、その後、除細動器は被験者の状態を分析し、電気リズムがショ
ック可能であれば、ショックを被験者に供給し、後の任意のショックの前にユーザによる
介入を待機する。一方、完全自動体外式除細動器は、後のショックを適用する前に、ユー
ザによる介入を待機しない。自動体外式除細動器（ＡＥＤ）という用語が本明細書で使用
される際、半自動体外式除細動器（ＳＡＥＤ）を含む。
【０００５】
　除細動ショックは通常、被験者の身体に配置された除細動電極のセットを介して、除細
動器から被験者に供給される。当該複数の電極は、被験者の皮膚と電気通信を取るよう複
数の位置に配置され、そこから当該複数の電極を介して供給される電荷を被験者の心臓に
通過させる。
【０００６】
　いくつかの例において、１または複数の除細動電極が、ＣＰＲ実施領域を含む除細動電
極パッドアセンブリに提供されてよい。ＣＰＲ実施領域は、ファーストレスポンダーが、
ＣＰＲの実施中、そこを介して胸部圧迫を被験者に適用し得る、除細動電極パッドアセン
ブリの一部であってよい。ＣＰＲ実施領域は、除細動電極パッドアセンブリ内の複数の除
細動電極から、変位されてよい。
【０００７】
　除細動電極パッドアセンブリが被験者に適用されるときに、複数の除細動電極とＣＰＲ
実施領域との相対位置を調整することによって、各々が被験者の適切な位置に位置付けら



(4) JP 6458958 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

れることがもたらされるように、複数の除細動電極およびＣＰＲ実施領域を除細動電極パ
ッドアセンブリで配置することが、通常望ましい。例えば、小児被験者に対する成人被験
者のように、異なるサイズの被験者に対しては、複数の除細動電極とＣＰＲ実施領域との
間の距離が、各々が異なるサイズの複数の被験者に適切に位置付けられることを可能にす
るように、複数の異なるサイズの除細動電極パッドアセンブリを提供することが過去にお
いては必要であった。
【発明の概要】
【０００８】
　第１の態様により、除細動電極パッドがもたらされる。除細動電極パッドは、電極セク
ションおよび電極セクションに機械的に連結されたＣＰＲ実施セクションを備える。除細
動電極パッドが第１の向きに方向付けられた場合、ＣＰＲ実施セクションは成人被験者の
胸甲の上方に位置付けられ、電極セクションは成人被験者への除細動ショックを実施する
のに適切な位置に位置付けられるように、および除細動電極パッドが第１の向きとは異な
る第２の向きに方向付けられた場合、ＣＰＲ実施セクションは小児被験者の胸甲の上方に
位置付けられ、電極セクションは小児被験者への除細動ショックを実施するのに適切な位
置に位置付けられるように、除細動電極パッドにおいて電極セクションとＣＰＲ実施セク
ションとが互いに相対的に位置付けられる。いくつかの実施形態において、第１の向きは
第２の向きから、約１８０度回転された向きである。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、成人被験者への除細動ショックを実施するのに適切な位
置は、成人被験者の胸の頂点の位置である。小児被験者への除細動ショックを実施するの
に適切な位置は、小児被験者の側面の位置であってよい。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、除細動電極パッドはさらに、成人被験者への除細動電極
パッドの適切な向きおよび小児被験者への除細動電極パッドの適切な向きのしるしを含む
。除細動電極パッドはさらに、被験者へのＣＰＲの実施中、被験者に適用される複数の胸
部圧迫の頻度および／または深さに関するフィードバックを提供するよう構成されたＣＰ
Ｒ補助デバイスを備えてよい。
【００１１】
　別の態様により、汎用性除細動電極パッドを被験者に適用する方法がもたらされる。上
記方法は、汎用性除細動電極パッドおよび除細動器を取得する段階と、被験者への汎用性
除細動電極パッドの適切な向きを判断する段階と、上記適切な向きで汎用性除細動電極パ
ッドを被験者に適用する段階と、を備える。上記方法はさらに、汎用性除細動電極パッド
を使用して、被験者に治療を実施する段階を備えてよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、上記方法は、第２の電極パッドを被験者に適用する段階
をさらに備える。上記方法はさらに、汎用性除細動電極パッドおよび第２の電極パッドを
除細動器に電気的に連結する段階もまた備えてよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、汎用性除細動電極パッドの適切な向きを判断する段階は
、汎用性除細動電極パッドに提供される適切な向きのしるしから、汎用性除細動電極パッ
ドの向きを判断する段階を含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、被験者に治療を実施する段階は、汎用性除細動電極パッ
ドのＣＰＲ実施領域を介して複数の胸部圧迫を被験者に適用する段階を含み、またいくつ
かの実施形態において、被験者に治療を実施する段階は、汎用性除細動電極パッドの電極
を介して、被験者に除細動ショックを適用する段階を含む。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、上記方法はさらに、除細動電極パッドの電極セクション
を除細動電極パッドのＣＰＲ実施セクションから物理的に分離する段階を備える。除細動
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電極パッドの電極セクションを除細動電極パッドのＣＰＲ実施セクションから物理的に分
離する段階は、電極セクションをＣＰＲ実施セクションに物理的に連結するブリッジ部材
を引き剥がす段階を含んでよい。汎用性除細動電極パッドを被験者に適用する段階は、電
極セクションおよびＣＰＲ実施セクションを被験者に対し、別個に取り付ける段階を含ん
でよい。
【００１６】
　別の態様により、除細動電極パッドがもたらされる。除細動電極パッドは、電極セクシ
ョンと、ＣＰＲ実施セクションと、成人被験者への除細動電極パッドの適切な向きの指標
を提供するための手段と、小児被験者への除細動電極パッドの適切な向きの指標を提供す
るための手段と、を備える。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、上記電極セクションは、ブリッジ部材によって、ＣＰＲ
実施セクションに機械的に連結される。上記ブリッジ部材は、電極セクションおよびＣＰ
Ｒ実施セクションが、互いに相対的に一定の向きのまま、および互いに一定の距離だけ分
離されたままにすることをもたらすよう構成された半剛体材料を含んでよい。ブリッジ部
材は、電極セクションとＣＰＲ実施セクションとの間の相対的向きおよび距離が変化する
ことをもたらすよう構成された変形可能な材料を含んでよい。複数の他の実施形態におい
て、電極セクションは、ＣＰＲ実施セクションに物理的に接続されていない。ブリッジ部
材は、１または複数の穿孔に沿って切り離すまたは引き剥がすことによって、電極セクシ
ョンがＣＰＲ実施セクションから取り外されることをもたらすよう構成された１または複
数の穿孔を含んでよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、除細動電極パッドの適切な向きの指標を提供するための
手段は、成人被験者への除細動電極パッドの適切な向きは、小児被験者への除細動電極パ
ッドの適切な向きから反転されることを示す。除細動電極パッドの適切な向きの指標を提
供するための手段は、被験者への除細動電極パッドの適切な向きのビジュアルインジケー
タおよび触知性インジケータのうちの１つを含んでよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、ＣＰＲ実施セクションは変位センサを含む。ＣＰＲ実施
セクションはさらに、被験者へのＣＰＲの実施中、除細動電極パッドが配置される被験者
に適用される複数の胸部圧迫の頻度および／または深さに関するフィードバックを提供す
るよう構成されたＣＰＲ補助デバイスを含んでよい。
【００２０】
　添付図面は、縮尺通りに描かれるよう意図されていない。添付図面中、様々な図に示さ
れる各同一またはほぼ同一のコンポーネントは、同一の番号で表されている。明確性の目
的のために、すべての図面中、すべてのコンポーネントに番号付けされていないことがあ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】成人被験者に適用された除細動電極パッドの実施形態の図面である。
【図２Ａ】小児被験者に適用された図１の除細動電極パッドの図面である。
【図２Ｂ】小児被験者に適用された第２の電極パッドの図面である。
【図２Ｃ】小児被験者に適用された除細動電極パッドの別の実施形態の図面である。
【図２Ｄ】小児被験者に適用された電極およびＣＰＲ実施パッドの図面である。
【図３】除細動電極パッドの複数の実施形態に含まれる複数のラベルの図面である。
【図４】本明細書に開示される方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の複数の態様および実施形態は、以下の詳細な説明に記載された、または図面中
に示された複数のコンポーネントの構成の詳細および配置に限定されない。本発明は、複
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数の他の実施形態が可能であり、様々な方法で実施または実行され得る。また、本明細書
において使用される文言および用語は説明を目的とし、限定的なものとみなされるべきで
はない。本明細書における「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓ
ｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「包含する（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」、「
伴う（ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ）」、およびそれらの変形の使用は、その後に列挙された複数
の項目およびそれらの均等物を包含するよう意図されている。
【００２３】
　本発明の複数の態様および実施形態は、除細動のための汎用性治療パッドの使用および
／または成人および小児被験者の両方に対するＣＰＲの実施を容易にし得る複数のシステ
ムおよび方法を含む。成人および小児被験者の両方のための汎用性治療パッドの提供によ
って、成人被験者および小児被験者の治療のために除細動装置に複数の異なるサイズの治
療パッドを提供する必要性が取り除かれ得る。汎用性治療パッドの提供により、被験者に
不適切な治療パッドを使用すること、および治療パッドの除細動電極および／またはＣＰ
Ｒ治療領域を、被験者の治療のために最適でない、被験者の複数の位置に位置付けること
に関連付けられた誤りを防ぐことができる。
【００２４】
　図１は、成人被験者の身体に配置された除細動電極パッドアセンブリ１００の実施形態
を示す。除細動電極パッドアセンブリ１００は、電極セクション１１０およびＣＰＲ実施
セクション１２０を含む。電極セクション１１０は、少なくとも１つの除細動電極に電気
的に連結された除細動器から、被験者に除細動ショックを与えるための少なくとも１つの
除細動電極を含む。いくつかの実施形態において、当該少なくとも１つの除細動電極は、
除細動のために使用されていないとき、被験者からの複数のＥＣＧ信号をモニタリングす
るために利用されてよい。ＣＰＲ実施セクション１２０は、ファーストレスポンダーが、
複数の胸部圧迫を被験者に加え得る領域を含む。ＣＰＲ実施セクション１２０は、ＣＰＲ
実施セクション１２０の被験者への適切な配置およびＣＰＲの実施のためのファーストレ
スポンダーの手の付け根の適切な配置を示すための複数の凡例を含んでよい。除細動電極
パッドアセンブリ１００は、少なくとも１つの電気コネクタ１１２を含んでよく、それを
介して電極セクション１１０が、例えばモニタまたは除細動器のような外部デバイスに連
結されてよく、および／またはそれを介してＣＰＲ実施セクション１２０が外部ＣＰＲ実
施モニタ／フィードバックデバイスに電気的に連結されてよい。いくつかの実施形態にお
いて、外部デバイスに電極セクション１１０およびＣＰＲ実施セクション１２０を連結す
るために、単一の電気コネクタ１１２のみが提供されてよいことを理解されたい。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、ＣＰＲ実施セクション１２０は、例えば、同時係属中の
米国特許出願第１４／３１３，７７２号に記載されたような変位センサ１３０を含んでよ
く、この出願は本明細書に参照により組み込まれる。加速度計を含み得る変位センサ１３
０は、複数のＣＰＲ圧迫の頻度および／または深さをモニタリングし、この情報をシステ
ムに提供すべく利用されてよく、当該システムは、望ましいＣＰＲ実施ルーチンを実現す
べく、必要に応じて複数の胸部圧迫の頻度および／または深さを変更するためのフィード
バックをファーストレスポンダーに提供してよい。例えば、ゾールメディカルコーポレー
ションから入手可能なPocketCPR（登録商標）ＣＰＲ補助デバイスのようなＣＰＲ補助デ
バイスまたはＵＳ特許第７，２４５，９７４号、８，０９６，９６２号、６，３９０，９
９６号、６，７８２，２９３号、７，１０８，６６５号、７，１１８，５４２号および７
，１２２，０１４号に開示の複数のＣＰＲ補助デバイスのうちの１つが、ＣＰＲ実施セク
ション１２０を介するＣＰＲの実施を容易にすべく使用されてよく、および／またはＣＰ
Ｒ実施セクション１２０に組み込まれてよい。電極セクション１１０およびＣＰＲ実施セ
クション１２０のうちの１つまたは両方は、さらに、１または複数のモニタリング若しく
はペーシング電極、および／または同時係属中の米国特許出願第１４／３１３，７７２号
にも記載されているようなパルスオキシメトリ若しくは灌流モニタを含んでよい。いくつ
かの実施形態において、電極セクション１１０の除細動電極は、除細動に使用されていな
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いとき、被験者からの複数のＥＣＧ信号をモニタリングするために利用されてよい。
【００２６】
　図１中、電極セクション１１０は、成人被験者の胸の頂点の位置に位置付けられている
。図示のように頂点の位置に位置付けられた除細動電極は、図示のように被験者の胸郭の
横方向の位置で被験者に連結された第２の電極パッチ１４０とともに利用され、複数の除
細動ショックを被験者に供給してよい。第２の電極パッチ１４０は、少なくとも１つの除
細動電極を含み、またモニタリングおよび／またはペーシング電極、複数のＥＣＧモニタ
リング電極、および／またはパルスオキシメトリ若しくは他の複数の被験者の状態モニタ
も含んでよい。いくつかの実施形態において、第２の電極パッチ１４０内の１または複数
の電極は、例えば、除細動およびＥＣＧモニタリングの両方のためといったような、複数
の目的のために使用されてよい。ＣＰＲ実施セクション１２０は、被験者の胸甲の上方に
位置付けられ、そこは、ＣＰＲの実行中、複数の胸部圧迫を実施するのに望ましい位置で
ある。除細動電極パッドアセンブリ１００の電極セクション１１０およびＣＰＲ実施セク
ション１２０の複数の相対的位置は、これらのセクション１１０、１２０の両方が、被験
者の複数の望ましい位置に位置付けられることをもたらす。
【００２７】
　除細動電極パッドアセンブリ１００の電極セクション１１０およびＣＰＲ実施セクショ
ン１２０の複数の相対的位置は、図１に示される成人被験者とは著しく異なる身体サイズ
を有する被験者の頂点の位置に電極セクション１１０を、胸甲にＣＰＲ実施セクション１
２０を位置付けることに寄与しないかもしれない。例えば、小児被験者においては、頂点
の位置と被験者の胸甲との間の距離は、除細動電極パッドアセンブリ１００内の電極セク
ション１１０とＣＰＲ実施セクション１２０との間の距離より小さい可能性がある。
【００２８】
　しかしながら、適切にサイズ設定された除細動電極パッドアセンブリ１００が、成人お
よび小児被験者の両方に利用されてよい。除細動電極パッドアセンブリ１００を第１の向
きに位置付けることで、除細動電極パッドアセンブリ１００の電極セクション１１０およ
びＣＰＲ実施セクション１２０が、成人被験者の複数の望ましい位置に位置付けられるこ
とをもたらしてよい。除細動電極パッドアセンブリ１００を第２の向きに位置付けること
で、除細動電極パッドアセンブリ１００の電極セクション１１０およびＣＰＲ実施セクシ
ョン１２０が、小児被験者の複数の望ましい位置に位置付けられることをもたらしてよい
。
【００２９】
　図２Ａは、図１の除細動電極パッドアセンブリ１００が小児被験者に配置された状態を
示す。除細動電極パッドアセンブリ１００は、図１の成人被験者に対するその向きと比べ
て、約１８０度回転されて、図２Ａの小児被験者における電極セクション１１０およびＣ
ＰＲ実施セクション１２０の適切な位置付けをもたらす。図２Ａ中、ＣＰＲ実施セクショ
ン１２０は、当該被験者の胸甲に位置付けられる一方、電極セクション１１０は、当該被
験者の胸郭の側面の位置に位置付けられている。図２Ｂに示されるように、電極セクショ
ン１１０を側面に位置付けることで、第２の電極パッチ１４０が被験者の背面に位置付け
られるとき、被験者への除細動ショックの許容可能な供給をもたらす。いくつかの実施形
態において、除細動電極パッドアセンブリ１００は、図１および図２Ａに示される以外の
向きで、被験者に適切に方向付けられてよい。例えば、より小さな成人被験者に電極セク
ション１１０およびＣＰＲ実施セクション１２０を適切に位置付けるべく、図１の成人被
験者に対するその向きに対し、除細動電極パッドアセンブリ１００は約１８０度未満の角
度だけ回転されてよい。
【００３０】
　図１および図２Ａに示される通り、電極パッドアセンブリ１００は、ブリッジ部材１１
５によって設定された距離だけ分離された、電極セクション１１０およびＣＰＲ実施セク
ション１２０を含んでよい。いくつかの実施形態において、ブリッジ部材１１５は、電極
セクション１１０および／またはＣＰＲ実施セクション１２０の外表面を覆うために使用
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されるものと同一または類似の材料であり得る非導電性材料を含んでよい。ブリッジ部材
１１５は、例えば、剛性または半剛性のプラスチックシートおよび／または金属シート若
しくはワイヤを含む、剛性または半剛性であってよく、電極セクション１１０およびＣＰ
Ｒ実施セクション１２０が、互いに相対的に一定の向きのままにされ、および／または互
いに一定の距離だけ分離されたままにすることをもたらす。あるいは、ブリッジ部材１１
５は、例えば、布および／またはポリマー材料のシートのような変形可能な材料を含んで
よく、それにより、電極セクション１１０とＣＰＲ実施セクション１２０との間の相対的
向きおよび／または距離が変動されることをもたらしてよい。
【００３１】
　図２Ｃに図示の通り、いくつかの実施形態において、ブリッジ部材１１５は、電極セク
ション１１０および／またはＣＰＲ実施セクション１２０近傍のブリッジ部材の端部に沿
う、および／またはブリッジ部材１１５の中央部を通る１または複数の穿孔１１４を含ん
でよい。当該複数の穿孔１１４はまた、ブリッジ部材１１５の複数の薄肉部またはブリッ
ジ部材１１５の複数のスコアラインの形態であってよい。これらの穿孔１１４は、介護者
またはファーストレスポンダーが、電極セクション１１０をＣＰＲ実施セクション１２０
から取り外すことをもたらしてよい。ブリッジ部材１１５が、特定の被験者に関しては不
適切となるであろう複数の相対的向きおよび／または分離距離で電極セクション１１０と
ＣＰＲ実施セクション１２０とを維持する場合、電極セクション１１０をＣＰＲ実施セク
ション１２０から取り外すことが望ましい可能性がある。介護者またはファーストレスポ
ンダーは複数の穿孔１１４のうちの１または複数に沿って、ブリッジ部材１１５を引き剥
がすことによって、電極セクション１１０をＣＰＲ実施セクション１２０から物理的に分
離し、電極セクション１１０およびＣＰＲ実施セクション１２０を被験者の複数の適切な
位置に配置し、または電極セクション１１０またはＣＰＲ実施セクション１２０のうちの
１つのみを利用し、他方を被験者に取り付けないままとしてことができる。
【００３２】
　図２Ｄに図示の通り、ブリッジ部材１１５は省略され（または図２Ｃの複数の穿孔１１
４に沿って除去され）てよく、電極セクション１１０およびＣＰＲ実施セクション１２０
は、物理的に分離された、接続されていない複数の個別の要素であってよい。電極セクシ
ョン１１０およびＣＰＲ実施セクション１２０は、電極セクション１１０とＣＰＲ実施セ
クション１２０との間、または電極セクション１１０と、例えばＣＰＲ実施セクション１
２０にまた電気的に連結されたモニタまたは除細動器のような治療デバイスとの間を伸び
る例えば、１または複数の電気伝導体によって間接的には物理的に接続され得る場合であ
っても、それらは物理的に分離され、接続されていない状態であるとみなされてよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、除細動電極パッドアセンブリ１００は、ファーストレス
ポンダーが、被験者に除細動電極パッドアセンブリ１００をどのように方向付けるかを判
断するのに役立つ複数のマークまたはラベルを含んでよい。例えば、図３に図示の通り、
ラベル１５０ａおよび１５０ｂが除細動電極パッドアセンブリ１００の一部、例えば、Ｃ
ＰＲ実施セクション１２０および／または電極セクション１１０に、ＣＰＲ実施セクショ
ン１２０のどの部分が、成人被験者に対しおよび子供被験者に対し、上向きに位置付けら
れるべきかを示す複数の矢印と共に提供されてよい。ラベル１５０ａ、１５０ｂは、複数
の言語で提供され得る「子供」および「成人」のような複数の単語を含んでよく、および
／または例えば、子供のイメージおよび／または成人のイメージのような複数の記号また
はグラフィック表示を含んでよく、それらはファーストレスポンダーが除細動電極パッド
アセンブリ１００を被験者にどのように方向付けるかを判断するのに役立ってよい。除細
動電極パッドアセンブリ１００は、代替的または追加的に、成人および／または小児被験
者への除細動電極パッド１００の適切な向きの触知性の指標を提供するための１または複
数の隆起した記号または文字を有するラベル１５０ａおよび１５０ｂを含んでよい。
【００３４】
　除細動電極パッドアセンブリ１００および第２の電極パッチ１４０は、例えば、ゾール
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メディカルコーポレーションから入手可能な多くの除細動器またはＡＥＤのうちの任意の
１つのような、多数の異なる除細動器と共に使用されてよい。本発明の複数の態様は、任
意の特定の除細動器との使用に限定されない。
【００３５】
　別の態様により、心臓の苦痛を経験する被験者に治療を提供する方法がもたらされる。
当該方法のフローチャートが、図４に提供されている。当該方法の第１の行為（行為４０
０）において、心臓の苦痛を経験している被験者を認識すると、ファーストレスポンダー
は、緊急支援を呼び出し、除細動器、例えばＡＥＤおよび汎用性除細動電極パッドを取得
することに進んでよい。いくつかの例において、汎用性除細動電極パッドは、除細動器共
に共に含まれてよく、および複数の他の例において、除細動器および汎用性除細動電極パ
ッドは別個におよび／または異なる複数の位置から取得されてよい。
【００３６】
　行為４１０において、ファーストレスポンダーは、汎用性除細動電極パッドの被験者に
対する適切な向きを判断する。汎用性除細動電極パッドの適切な向きの判断は、汎用性除
細動電極パッドと共に含まれる複数の命令および／または汎用性除細動電極パッド上の１
または複数のマークによって知らされてよい。汎用性除細動電極パッドは、成人被験者に
関しては第１の向きに、小児被験者に関しては第２の向きに方向付けられてよい。
【００３７】
　行為４２０において、ファーストレスポンダーは、汎用性除細動電極パッドを被験者に
、判断した向きで適用し、また必要に応じて、任意の他の複数の追加の電極パッドを被験
者に適用する。行為４３０において、ファーストレスポンダーは、汎用性除細動電極パッ
ドおよび任意の他の複数の電極を除細動器に、例えば、汎用性除細動電極パッドおよび複
数の他の電極から延伸し得る複数のケーブルおよびクイックコネクタを使用して電気的に
連結する。いくつかの実施形態において、行為４３０は、行為４２０若しくは行為４１０
に先行してよく、または、例えば、汎用性除細動電極パッドおよび任意の他の複数の電極
が、除細動器に事前に連結された状態で供給された場合、除去されてよい。ファーストレ
スポンダーは次に、必要に応じて被験者にＣＰＲを実行し、また必要に応じて被験者に対
し除細動を行ってよい（行為４４０）。ＣＰＲの実行、例えば、複数の胸部圧迫の頻度お
よび／または深さは、汎用性除細動電極パッドのＣＰＲ実施セクションに適用された、ま
たはそこに含まれるＣＰＲ補助デバイスからのフィードバックによってガイドされてよい
。いくつかの例において、除細動の必要性および除細動のタイミングの判断は、除細動器
によって判断されてよい。
【００３８】
　本発明の少なくとも１つの実施形態のいくつかの態様をこのように説明したので、当業
者に様々な変更、修正、および改善が容易に想起されるであろうことを理解されたい。例
えば、本明細書に開示された複数の実施形態のうちのいずれかに係る複数の特徴のうちの
任意のものが組み合され得、あるいは本明細書に開示された任意の他の実施形態に係る複
数の特徴に置換され得ることを理解されたい。開示された方法の複数の行為は、代替的な
順序で実行されてよく、１または複数の行為が追加され、または当該方法から省略され、
または１または複数の代替的な行為によって置換されてよい。そのような複数の変更、修
正、および改善は本開示の一部であることが意図されており、本発明の範囲内に属するこ
とを意図されている。従って、上記説明および複数の図面は、単なる例示的なものである
。
（項目１）
　汎用性除細動電極パッドおよび除細動器を取得する段階と、
　上記汎用性除細動電極パッドの被験者に対する適切な向きを判断する段階と、
　上記汎用性除細動電極パッドを上記被験者に上記適切な向きで適用する段階と、を備え
る、汎用性除細動電極パッドを被験者に適用する方法。
（項目２）
　第２の電極パッドを上記被験者に適用する段階をさらに備える、項目１に記載の方法。



(10) JP 6458958 B2 2019.1.30

10

20

（項目３）
　上記汎用性除細動電極パッドおよび上記第２の電極パッドを除細動器に電気的に連結す
る段階をさらに備える、項目２に記載の方法。
（項目４）
　上記汎用性除細動電極パッドの上記適切な向きを判断する段階は、上記汎用性除細動電
極パッドに提供される適切な向きのしるしから、上記汎用性除細動電極パッドの向きを判
断する段階を含む、項目１から３のいずれか一項に記載の方法。
（項目５）
　上記除細動電極パッドの電極セクションを、上記除細動電極パッドのＣＰＲ実施セクシ
ョンから物理的に分離する段階をさらに備える、項目４に記載の方法。
（項目６）
　上記除細動電極パッドの上記電極セクションを、上記除細動電極パッドの上記ＣＰＲ実
施セクションから物理的に分離する段階は、上記電極セクションを上記ＣＰＲ実施セクシ
ョンに物理的に連結するブリッジ部材を引き剥がす段階を含む、項目５に記載の方法。
（項目７）
　上記汎用性除細動電極パッドを上記被験者に適用する段階は、上記電極セクションおよ
び上記ＣＰＲ実施セクションを上記被験者に別個に取り付ける段階を含む、項目６に記載
の方法。
（項目８）
　汎用性除細動電極パッドを使用して、上記被験者に治療を実施する段階をさらに備える
、項目１から３のいずれか一項に記載の方法。
（項目９）
　上記被験者に治療を実施する段階は、上記汎用性除細動電極パッドのＣＰＲ実施領域を
介して、複数の胸部圧迫を上記被験者に適用する段階を含む、項目８に記載の方法。
（項目１０）
　上記被験者に治療を実施する段階は、上記汎用性除細動電極パッドの電極を介して、除
細動ショックを上記被験者に適用する段階を含む、項目９に記載の方法。
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