
JP 2011-507595 A 2011.3.10

10

(57)【要約】
第１の時間に受信した生理学的データを用いて計算され
る治療制御パラメータを用いた治療を提供することがで
きる。治療は第２の時間において阻止することができ、
治療制御パラメータは治療が阻止されている間の第２の
時間またはほぼ第２の時間に受信した生理学的データを
用いて再計算することができ、治療は再計算された治療
制御パラメータを用いて提供することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内因性心房興奮を受信するように構成された心房検知チャネルと、
　内因性左心室興奮を受信するように構成された左心室検知チャネルと、
　内因性右心室興奮を受信するように構成された右心室検知チャネルと、
のうちの少なくとも一つを含む埋め込み型医療装置と、
　第１の時間に被検者から生理学的データを受信し、第１の時間に受信した前記生理学的
データを用いて房室（ＡＶ）遅延または両心室オフセット（ＢＶＯ）の少なくとも一方を
含む治療制御パラメータを計算するように構成されたプロセッサと、
　を備えるシステムであって、
　前記生理学的データは、
　前記受信した内因性心房興奮および前記受信した内因性右心室興奮を用いて決定された
内因性房室間隔ＡＶＲと、
　前記受信した内因性心房興奮および前記受信した内因性左心室興奮を用いて決定された
内因性房室間隔ＡＶＬと、
　前記受信した内因性左心室興奮および前記受信した内因性右心室興奮を用いて決定され
た内因性心室間隔ΔＲＬと、
のうちの少なくとも一つを含み、
　前記埋め込み型医療装置は、前記計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部
分的に治療を決定し、該治療を誘発するように構成された第１の制御信号を提供するよう
に構成され、
　前記プロセッサは、第２の時間に前記治療を阻止するように構成された第２の制御信号
を提供し、前記治療が阻止されている間の前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に前
記被検者から前記生理学的データを受信し、前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に
受信した前記生理学的データを用いて前記治療制御パラメータを再計算するように構成さ
れ、
　前記埋め込み型医療装置は、前記再計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも
部分的に前記治療を再決定し、前記再決定された治療を誘発するように構成された第３の
制御信号を提供するように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生理学的データを用いて前
記ＡＶ遅延を含む前記治療制御パラメータを計算するように構成されている、請求項１に
記載のシステム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用いて前記ＡＶ遅延を含む
前記治療制御パラメータを計算するように構成されており、前記ΔＲＬは前記内因性右心
室興奮および前記内因性左心室興奮の間の時間を含む、請求項１から２のいずれかに記載
のシステム。
【請求項４】
　前記プロセッサは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生理学的データを用いて前
記ＢＶＯを含む前記治療制御パラメータを計算するように構成されている、請求項１から
３のいずれかに記載のシステム。
【請求項５】
　前記プロセッサは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用いて前記ＢＶＯを含む前
記治療制御パラメータを計算するように構成されており、前記ΔＲＬは前記内因性右心室
興奮および前記内因性左心室興奮の間の時間を含む、請求項１から４のいずれかに記載の
システム。
【請求項６】
　前記埋め込み型医療装置は、前記第１の治療中に受信したリモート一時中止治療要求に
応答して、前記第２の時間に前記治療を阻止するように構成された前記第２の制御信号を
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提供するように構成されている、請求項１から５のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
　前記埋め込み型医療装置は、前記治療制御パラメータを再計算するために定期的な機会
を提供するように構成された定期的な一時中止治療要求に応答して、前記第２の時間に前
記治療を阻止するように構成された前記第２の制御信号を提供するように構成されている
、請求項１から５のいずれかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記定期的な一時中止治療要求は後に所定の時間間隔を含む、請求項７に記載のシステ
ム。
【請求項９】
　前記定期的な一時中止治療要求は後に所定の心周期数を含む、請求項７に記載のシステ
ム。
【請求項１０】
　前記埋め込み型医療装置は、前記第１の時間に受信した前記生理学的データを前期第２
の時間またはほぼ前記第２の時間に受信した前記生理学的データと比較して、該比較の結
果を用いて警告を発するように構成されている、請求項１から９のいずれかに記載のシス
テム。
【請求項１１】
　第１の時間に被検者から生理学的データを受信することと、
　前記第１の時間に受信した前記生理学的データを用いて房室（ＡＶ）遅延または両心室
オフセット（ＢＶＯ）の少なくとも一方を含む治療制御パラメータを計算することと、を
備える方法であって、
　前記生理学的データは、
　受信した内因性心房興奮および受信した内因性右心室興奮を用いて決定される内因性房
室間隔ＡＶＲと、
　受信した内因性心房興奮および受信した内因性左心室興奮を用いて決定される内因性房
室間隔ＡＶＬと、
　受信した内因性左心室興奮および受信した内因性右心室興奮を用いて決定される内因性
心室間隔ΔＲＬと、
のうちの少なくとも一つを含み、
　前記計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部分的に治療を決定することと
、
　前記治療を誘発するように構成された第１の制御信号を提供することと、
　第２の時間に前記治療を阻止するように構成された第２の制御信号を提供することと、
　前記治療が阻止されている間の前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に前記被検者
から生理学的データを受信することと、
　前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に受信した前記生理学的データを用いて前記
治療制御パラメータを再計算することと、
　前記再計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部分的に前記治療を再決定す
ることと、
　前記再決定された治療を誘発するように構成された第３の制御信号を提供することと、
　を備える方法。
【請求項１２】
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生
理学的データを用いて前記ＡＶ遅延を計算することを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用
いて前記ＡＶ遅延を計算することを含み、前記ΔＲＬは前記内因性右心室興奮と前記内因
性左心室興奮の間の時間を含む、請求項１１から１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
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　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生
理学的データを用いて前記ＢＶＯを計算することを含む、請求項１１から１３のいずれか
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用
いて前記ＢＶＯを計算することを含み、ΔＲＬは前記内因性右心室興奮と前記内因性左心
室興奮の間の時間を含む、請求項１１から１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の時間に前記治療を阻止するように構成された前記第２の制御信号を提供する
ことは、前記第１の治療中に受信するリモート一時中止治療要求に応答することを含む、
請求項１１から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２の時間に前記治療を阻止するように構成された前記第２の制御信号を提供する
ことは、前記治療制御パラメータを再計算するために定期的な機会を提供するように構成
された定期的な一時中止治療要求に応答することを含む、請求項１１から１５のいずれか
に記載の方法。
【請求項１８】
　前記定期的な一時中止治療要求に応答して阻止するように構成された前記第２の制御信
号を提供することは、後に所定の時間間隔を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記定期的な一時中止治療要求に応答して阻止するように構成された前記第２の制御信
号を提供することは、後に所定の心周期数を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の時間に受信した前記生理学的データを前記第２の時間またはほぼ前記第２の
時間に受信した前記生理学的データと比較することと、前記比較の結果を用いて警告を発
することとを含む、請求項１１から１９のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権主張）
　２００７年１２月１９日に出願され、参照により本明細書に組み入れられる米国特許出
願第６１／００８，３４２号に基づく優先権の利益を請求する。
【０００２】
　本明細書は、概して埋め込み型医療装置に関し、より具体的には、限定的ではないが、
治療計算モードおよび治療提供モードに関する。
【背景技術】
【０００３】
　心調律管理装置または心臓機能管理装置は、心調律または心臓機能の維持を助ける埋め
込み型装置を含みうる。心調律管理装置または心臓機能管理装置は、ペースメーカ、除細
動器、心臓除細動器、心臓再同期療法（ＣＲＴ）、これらまたは他の装置の様々な組合せ
を含みうる。様々な実施例において、心調律管理装置または心臓機能管理装置は、内因性
心収縮を感知し、ペーシングパルスを提供して応答性の心収縮を発生させ、または衝撃を
与えて一定の不整脈を妨げることができる。いくつかの実施例において、これらの一つま
たは複数の機能は、患者の心調律の改善を助けることができ、または心収縮の空間的性質
を調和させるのを助けることができ、これらはいずれもこのような心拍出量に対する患者
の代謝要求を満たすように血液の心拍出量を改善することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願は、第１の時間に受信した生理学的データを用いて計算される治療制御パラメータ
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を用いて治療を提供することができ、第２の時間に治療を阻止し、治療が阻止されている
間の第２の時間またはほぼ第２の時間に受信した生理学的データを用いて治療制御パラメ
ータを再計算することができ、その再計算された治療制御パラメータを用いて治療を提供
することができるシステム及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の時間に受信した生理学的データを用いて計算される治療制御パラメータを用いて
治療を提供することができる。治療は第２の時間に阻止することができ、治療制御パラメ
ータは治療が阻止されている間の第２の時間またはほぼ第２の時間に受信した生理学的デ
ータを用いて再計算することができ、その再計算された治療制御パラメータを用いて治療
を提供することができる。
【０００６】
　実施例１において、システムは、内因性心房興奮を受信するように構成された心房検知
チャネル、内因性左心室興奮を受信するように構成された左心室検知チャネル、または内
因性右心室興奮を受信するように構成された右心室検知チャネルのうちの少なくとも一つ
を含む埋め込み型医療装置を含む。さらに、システムは、第１の時間に被検者から生理学
的データを受信し、第１の時間に受信した生理学的データを用いて房室（ＡＶ）遅延また
は両心室オフセット（ＢＶＯ）の少なくとも一方を含む治療制御パラメータを計算するよ
うに構成されたプロセッサを含み、生理学的データは、受信した内因性心房興奮および受
信した内因性右心室興奮を用いて決定された内因性房室間隔ＡＶＲ、受信した内因性心房
興奮および受信した内因性左心室興奮を用いて決定された内因性房室間隔ＡＶＬ、または
受信した内因性左心室興奮および受信した内因性右心室興奮を用いて決定された内因性心
室間隔ΔＲＬのうちの少なくとも一つを含み、埋め込み型医療装置は、計算された治療制
御パラメータを用いて少なくとも部分的に治療を決定し、治療を誘発するように構成され
た第１の制御信号を提供するように構成され、プロセッサは、第２の時間に治療を阻止す
るように構成された第２の制御信号を提供し、治療が阻止されている間の第２の時間また
はほぼ第２の時間に被検者から生理学的データを受信し、第２の時間またはほぼ第２の時
間に受信した生理学的データを用いて治療制御パラメータを再計算するように構成され、
埋め込み型医療装置は、再計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部分的に治
療を再決定し、再決定された治療を誘発するように構成された第３の制御信号を提供する
ように構成される。
【０００７】
　実施例２では、実施例１のプロセッサは、オプションとして、ＡＶＲおよびＡＶＬなど
の生理学的データを用いてＡＶ遅延を含む治療制御パラメータを計算するように構成され
る。
【０００８】
　実施例３では、実施例１～２のいずれか一つまたは複数において、プロセッサは、オプ
ションとして、ΔＲＬを含む生理学的データを用いてＡＶ遅延などの治療制御パラメータ
を計算するように構成され、ΔＲＬは内因性右心室興奮と内因性左心室興奮との間の時間
を含む。
【０００９】
　実施例４では、実施例１～３のいずれか一つまたは複数において、プロセッサは、オプ
ションとして、ＡＶＲおよびＡＶＬを含む生理学的データを用いてＢＶＯなどの治療制御
パラメータを計算するように構成される。
【００１０】
　実施例５では、実施例１～４のいずれか一つまたは複数において、プロセッサは、オプ
ションとして、ΔＲＬを含む生理学的データを用いてＢＶＯなどの治療制御パラメータを
計算するように構成され、ΔＲＬは内因性右心室興奮と内因性左心室興奮との間の時間を
含む。
【００１１】
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　実施例６では、実施例１～５のいずれか一つまたは複数において、埋め込み型医療装置
は、オプションとして、第１の治療中に受信したリモート一時中止治療要求に応答して第
２の時間に治療を阻止するように構成された第２の制御信号を提供するように構成される
。
【００１２】
　実施例７では、実施例１～６のいずれか一つまたは複数において、埋め込み型医療装置
は、オプションとして、治療制御パラメータを再計算するために定期的な機会を提供する
ように構成された定期的な一時中止治療要求に応答して第２の時間に治療を阻止するよう
に構成された第２の制御信号を提供するように構成される。
【００１３】
　実施例８では、実施例１～７のいずれか一つまたは複数において、定期的な一時中止治
療要求は、オプションとして、後に所定の時間間隔を含む。
　実施例９では、実施例１～８のいずれか一つまたは複数において、定期的な一時中止治
療要求は、オプションとして、後に所定の心周期数を含む。
【００１４】
　実施例１０では、実施例１～９のいずれか一つまたは複数において、埋め込み型医療装
置は、オプションとして、第１の時間に受信した生理学的データを第２の時間またはほぼ
第２の時間に受信した生理学的データと比較し、比較の結果を用いて警告を発するように
構成される。
【００１５】
　実施例１１において、方法は、第１の時間に被検者から生理学的データを受信すること
と、第１の時間に受信した生理学的データを用いて房室（ＡＶ）遅延または両心室オフセ
ット（ＢＶＯ）のうちの少なくとも一方を含む治療制御パラメータを計算することとを含
み、生理学的データは受信した内因性心房興奮および受信した内因性右心室興奮を用いて
決定される内因性房室間隔ＡＶＲ、受信した内因性心房興奮および受信した内因性左心室
興奮を用いて決定される内因性房室間隔ＡＶＬ、または受信した内因性左心室興奮および
受信した内因性右心室興奮を用いて決定される内因性心室間隔ΔＲＬのうちの少なくとも
一つを含み、方法は、さらに、計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部分的
に治療を決定することと、治療を誘発するように構成された第１の制御信号を提供するこ
とと、第２の時間に治療を阻止するように構成された第２の制御信号を提供することと、
治療が阻止されている間の第２の時間またはほぼ第２の時間に被検者から生理学的データ
を受信することと、第２の時間またはほぼ第２の時間に受信した生理学的データを用いて
治療制御パラメータを再計算することと、再計算された治療制御パラメータを用いて少な
くとも部分的に治療を再決定することと、再決定された治療を誘発するように構成された
第３の制御信号を提供することとを含む。
【００１６】
　実施例１２では、実施例１１の治療制御パラメータを計算することは、オプションとし
て、ＡＶＲおよびＡＶＬを含む生理学的データを用いてＡＶ遅延を計算することを含む。
　実施例１３では、実施例１１～１２のいずれか一つまたは複数において、治療制御パラ
メータを計算することは、オプションとして、ΔＲＬを含む生理学的データを用いてＡＶ
遅延を計算することを含み、ΔＲＬは内因性右心室興奮と内因性左心室興奮の間の時間を
含む。
【００１７】
　実施例１４では、実施例１１～１３のいずれか一つまたは複数において、治療制御パラ
メータを計算することは、オプションとして、ＡＶＲおよびＡＶＬを含む生理学的データ
を用いてＢＶＯを計算することを含む。
【００１８】
　実施例１５では、実施例１１～１４のいずれか一つまたは複数において、治療制御パラ
メータを計算することは、オプションとして、ΔＲＬを含む生理学的データを用いてＢＶ
Ｏを計算することを含み、ΔＲＬは内因性右心室興奮と内因性左心室興奮の間の時間を含
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む。
【００１９】
　実施例１６では、実施例１１～１５のいずれか一つまたは複数において、第２の時間に
治療を阻止するように構成された第２の制御信号を提供することは、オプションとして、
第１の治療中に受信したリモート一時中止治療要求に応答することを含む。
【００２０】
　実施例１７では、実施例１１～１６のいずれか一つまたは複数において、第２の時間に
治療を阻止するように構成された第２の制御信号を提供することは、オプションとして、
治療制御パラメータを再計算するために定期的な機会を提供するように構成された定期的
な一時中止治療要求に応答することを含む。
【００２１】
　実施例１８では、実施例１１～１７のいずれか一つまたは複数において、定期的な一時
中止治療要求に応答して阻止するように構成された第２の制御信号を提供することは、オ
プションとして、後に所定の時間間隔を含む。
【００２２】
　実施例１９では、実施例１１～１８のいずれか一つまたは複数において、定期的な一時
中止治療要求に応答して阻止することは、オプションとして、後に所定の心周期数を阻止
することを含む。
【００２３】
　実施例２０では、実施例１１～１９のいずれか一つまたは複数において、方法は、オプ
ションとして、第１の時間に受信した生理学的データを第２の時間またはほぼ第２の時間
に受信した生理学的データと比較することと、比較の結果を用いて警告を発することとを
含む。
【００２４】
　上記の概要は、本特許出願の内容の概要を提供するものである。上記の概要は、本発明
の排他的な説明や包括的な説明を提供するものではない。本特許出願に関する情報をさら
に提供するために詳細説明が含まれる。
【００２５】
　図面は必ずしも一定の縮尺で描かれておらず、図面では、異なる図における同様の数字
は類似のコンポーネントを表している場合がある。異なる文字添え字を有する同様の数字
は、同様のコンポーネントの異なる事例を表している場合がある。図面は、概して本明細
書において議論される様々な実施形態を例として示すもので限定的に示すものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】心臓治療を提供するシステムの実施例またはシステムの一部を概略的に示す。
【図２】心臓治療を提供するシステムの実施例またはシステムの一部を概略的に示す。
【図３】治療提供モードと治療計算モードの切替えを示すステートダイアグラムの例を概
略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　一般に、心不全（ＨＦ）は、全身に十分な量の血液を送り出す心臓の能力を損なう心疾
患のことを指している。ＨＦは、虚血性心疾患など、様々な病因で起こりうる。一部のＨ
Ｆ被検者は、特定の房室（ＡＶ）遅延間隔を有する二腔ペーシングを用いて心房収縮と心
室収縮を同期させることによって心拍出量が改善されうるようなある程度の房室ブロック
を発症している。二腔ペーシングは、エネルギが少なくとも一つの心房と少なくとも一つ
の心室の両方に提供される場合のペーシングを含みうる。本明細書で使用されるＡＶ遅延
間隔は、心房イベント（たとえば、心房ペースまたは心房センス、通常、右心房）と心室
の一つ（たとえば、右心室）に対する第１の心室ペースとの間隔を指している。ＡＶ遅延
間隔は、心房センスよって開始されるか、それとも心房ペース（たとえば、それぞれ、心
房トラッキングモードまたはＡＶ順次ペーシングモードにおいて）によって開始されるか
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によって同じであるかまたは異なる可能性がある。二心室ペーシングは、左心室および右
心室の両方のペーシングを含む。本明細書で使用される二心室オフセット（ＢＶＯ）間隔
は、同じ心周期中の他の心室（たとえば、左心室）に対する第１の心室ペースと第２の心
室ペースとの間隔を指している。二心室ペーシングに対する一つのアプローチは、ＡＶ遅
延間隔およびＢＶＯ間隔を指定することを含む。二心室ペーシングに対するもう一つのア
プローチは、右心室の場合はＡＶＲ、左心室の場合はＡＶＬと表されうる各心室に対して
別々のＡＶ遅延間隔を指定することを含む。正常なＡＶ伝導を有する被検者において、最
適または望ましいＡＶ遅延およびＢＶＯ間隔は、内因性房室間隔と他方の心室に対して一
方の心室に必要な早期興奮時間の大きさ（たとえば、心室伝導欠損の程度）との両方に関
連しうる。
【００２８】
　図１は、心臓治療を提供するシステム１００の実施例を概略的に示す。ある実施例にお
いて、システム１００は、プロセッサ５０、右心室検知チャネル１０、右心室ペーシング
チャネル２０、左心室検知チャネル３０、左心室ペーシングチャネル４０、および心房検
知チャネル６０を有する埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）５を含みうる。心房検知チャネル
６０は、右心房検知チャネルまたは左心房検知チャネルのうちの少なくとも一方を含みう
る。他の実施例において、ＩＭＤ５は、右心室検知チャネル１０、右心室ペーシングチャ
ネル２０、左心室検知チャネル３０、左心室ペーシングチャネル４０、または心房検知チ
ャネル６０のうちの少なくとも一つの組合せを含みうる。
【００２９】
　いくつかの実施例において、右心室検知チャネル１０はセンスアンプ１１を含みうるし
、左心室検知チャネル３０はセンスアンプ３１を含みうるし、右心室ペーシングチャネル
２０はパルス発生器２１を含みうるし、左心室ペーシングチャネル４０はパルス発生器４
１を含みうるし、心房検知チャネル６０はセンスアンプ６１を含みうる。他の実施例にお
いて、右心室検知チャネル１０または右心室ペーシングチャネル２０はリード線１５その
他に配置された電極１６に結合することができ、左心室検知チャネル３０または左心室ペ
ーシングチャネル４０はリード線３５その他に配置された電極３６に結合することができ
、または、心房検知チャネル６０はリード線６５その他に配置された電極６６に結合する
ことができる。
【００３０】
　いくつかの実施例において、リード線１５はセンスアンプ１１またはパルス発生器２１
を電極１６に電気的に結合するように構成でき、電極１６は中隔領域、自由壁領域、また
は右心室の別の領域など、右心室内に位置するように構成できる。同様に、リード線３５
はセンスアンプ３１またはパルス発生器４１を電極３６に電気的に結合するように構成で
き、電極３６は中隔領域、自由壁領域、または左心室または冠血管系内の別の領域など、
左心室または左心室の近くに位置するように構成できる。さらに、リード線６５はセンス
アンプ６１を電極６６に電気的に結合するように構成でき、電極６６は被検者１０１の右
心房または左心房の少なくとも一方に位置するように構成できる。
【００３１】
　いくつかの実施例において、埋め込み型医療装置５は、プロセッサ５０を心臓の外部に
ある内部胸郭位置に結合する（たとえば、一本以上のリード線、電極、パルス発生器、ま
たはセンスアンプを介して）ように構成された内部胸郭ペーシングチャネルまたは検知チ
ャネルなど、一つまたは複数の他のペーシングチャネルまたは検知チャネルを含みうる。
ある実施例において、内部胸郭ペーシングチャネルまたは検知チャネルは、心臓の外部に
ある内部胸郭位置に位置する埋め込み型医療装置の外部ハウジングにある、ハウジング缶
電極との間で情報をやり取りするように構成できる。
【００３２】
　図１の例において、プロセッサ５０は、埋め込み型コンポーネント、外部コンポーネン
ト、または埋め込み型プロセッサと外部プロセッサの組合せまたは置換でありうる。ある
例において、プロセッサ５０の少なくとも一部が外部プロセッサを含む場合、プロセッサ
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５０は残りの埋め込み型コンポーネント（センスアンプ１１、３１、パルス発生器２１、
４１、リード線１５、３５、または電極１６、３６など）と通信可能に結合される（テレ
メトリ、ＲＦまたは他の通信プロトコルなどによる）ように構成できる。ある例において
、埋め込み型プロセッサは、低減されたまたは最小限の機能性または消費電力を有するよ
うに構成できる。いくつかの実施例において、プロセッサ５０は、ＡＶ遅延間隔の計算な
ど、複雑な演算をコンピュータで実行する外部プロセッサを含むことが好都合でありうる
。他の実施例において、外部プロセッサは、ローカルにもリモートにもなりうる外部装置
を含みうる。ある実施例において、プロセッサ５０は、マイクロコントローラ、マイクロ
プロセッサ、論理回路または他のプロセッサを含みうる。
【００３３】
　図２は、被検者１０１に埋め込まれるように構成されたＩＭＤ５を含むシステム２００
の一部分の実施例を概略的に示す。システム２００は、ローカルプログラマ７０またはリ
モートプログラマ７５の少なくとも一方を含みうる。ローカルプログラマ７０およびリモ
ートプログラマ７５は、いずれも外部コンポーネントである。ある例において、ローカル
プログラマ７０は、プロセッサ５０に通信近接配置されうる携帯プログラマまたは他のプ
ログラマを含みうる。プロセッサ５０とローカルプログラマ７０の近接範囲は、データ通
信の種類に応じて変化しうるし、通信種類の物理的制約条件によって制約される。ある実
施例において、リモートプログラマ７５は、ＩＭＤ５と直接的にも間接的にも（たとえば
、ルータ、ローカルプログラマ７０など、別の装置などを介して）通信するように構成さ
れた任意のプログラマを含みうる。様々な実施例において、リモートプログラマ７５は複
数の埋め込み型装置または外部装置と通信しこれらの装置の情報を記憶するように構成で
き、リモートプログラマ７５は被検者１から遠く離れて位置するように構成できる。
【００３４】
　ある実施例において、ローカルプログラマ７０またはリモートプログラマ７５は、ＩＭ
Ｄ５と情報をやり取りするように構成できる。情報は、プログラミング情報、被検者デー
タ、装置データまたは他の命令、警告、または他の情報を含みうる。さらに、ローカルプ
ログラマ７０またはリモートプログラマ７５は、被検者１またはシステムコンポーネント
の状態についてＥメールで警告を送るなどして、ユーザまたは医師と情報をやり取りする
ように構成できる。
【００３５】
　　治療計算モードおよび治療提供モード
　本発明者は、とりわけ、被検者の生理学的状態が変化するにつれて（たとえば、状態が
良くなるかまたは悪くなるにつれて）少なくとも一つの治療パラメータを更新または計算
することが好都合でありうることを認識している。したがって、ある実施例において、少
なくとも一つの治療パラメータ（たとえば、ＡＶ遅延、ＢＶＯなど）を計算、更新、また
は変調するために、内因性または他の生理学的データ（たとえば、内因性心拍間隔）が測
定できるように、治療が一時中止（たとえば、完全停止）されうる。本明細書で使用され
る治療提供モードは、治療（たとえば、ペーシング治療など）を被検者に提供しているか
提供できる場合の埋め込み型医療装置のモードを指している。いくつかの実施例において
、治療提供モードは通院モードを含みうる。一般に、通院診察は、外来患者として提供さ
れる診療であり、または、一般に、病院外の診療、すなわち、臨床医と直接的接触を除く
診療である。埋め込み型装置（たとえば、ＩＭＤ５）が埋め込まれてプログラムされ使用
されている（たとえば、治療を提供している）時点で、埋め込み型装置は治療提供モード
または通院モードにあると考えられる。ペーシング治療などのいくつかの治療は、適切な
治療をプログラムし、計算し、または決定するために、心臓イベント間または心収縮間の
内因性間隔の検知、すなわち、センシングを伴う可能性がある。一つのこのような実施例
は、「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＳＥＴＴＩＮＧ　ＰＡＣＩ
ＮＧ　ＰＡＲＡＭＥＴＥＲＳ　ＩＮ　ＣＡＲＤＩＡＣ　ＲＥＳＹＮＣＨＲＯＮＩＺＡＴＩ
ＯＮ　ＴＨＥＲＡＰＹ」（本明細書「Ｄｉｎｇら「‘１７６特許」」）と題する同一出願
人Ｄｉｎｇらによる米国特許第７，０１３，１７６号、「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＳＹＳ
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ＴＥＭ　ＦＯＲ　ＳＥＴＴＩＮＧ　ＣＡＲＤＩＡＣ　ＲＥＳＹＮＣＨＲＯＮＩＺＡＴＩＯ
Ｎ　ＴＨＥＲＡＰＹ　ＰＡＲＡＭＥＴＥＲＳ」（本明細書「Ｄｉｎｇら「‘５４０特許」
」）と題する同一出願人Ｄｉｎｇらによる米国特許第７，２０３，５４０号、または「Ｍ
ＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＤＥＬＩＶＥＲＩＮＧ　ＣＡＲＤＩＡＣ　
ＲＥＳＹＮＣＨＲＯＮＩＺＡＴＩＯＮ　ＴＨＥＲＡＰＹ　ＷＩＴＨ　ＶＡＲＩＡＢＬＥ　
ＡＴＲＩＯＶＥＮＴＲＩＣＵＬＡＲ　ＤＥＬＡＹ」（本明細書「Ｄｉｎｇらによる‘９６
０特許」）と題する同一出願人Ｄｉｎｇらによる米国特許第７，１２３，９６０号に開示
されているように、最適な、すなわち、望ましいＡＶ遅延を計算しており、これらの開示
は各々が全体として参照により組み入れられ、最適な、すなわち、望ましいＡＶ遅延間隔
を計算することの開示を含む。別の実施例は、２００７年１０月２９日に出願された「Ｄ
ＥＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＳＴＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＤＥＬＡＹ　ＢＥＴＷＥＥ
Ｎ　ＶＥＮＴＲＩＣＵＬＡＲ　ＳＩＴＥＳ」と題する同一出願人Ｙｕらによる米国仮特許
出願（代理人整理番号第２７９．Ｂ７３ＰＲＶ号）に開示されているように、ＡＶ遅延ま
たはＢＶＯを計算することを含み、この開示は全体として参照により組み入れられ、ＢＶ
Ｏを計算することの開示を含む。他の実施例において、ＡＶ遅延間隔、ＢＶＯ、または一
部の他のペーシングパラメータの他の計算方法が本明細書で採用されうる。
【００３６】
　ある実施例において、適切なＡＶ遅延間隔（またはＢＶＯ間隔）を計算するために、装
置（たとえば、ＩＭＤ５）は様々な内因性間隔（たとえば、ＡＶＲ、ＡＶＬ、ΔＲＬ（Δ

ＲＬは、いくつかの例において、ＱＲＳ波の幅と相関がありうるＡＶＲとＡＶＬの差を含
みうる）など）を検出することができる。装置がＡＶ遅延間隔（またはＢＶＯ間隔）を計
算した後、内因性間隔は提供された心臓治療に取って代わられうる。装置が治療を提供し
ている時点で、または、装置がその所与の治療パラメータを計算して被検者を監視し治療
を行なう準備が整っていると、装置は治療提供モードにあると言える。装置が治療制御パ
ラメータ（適切なＡＶ遅延間隔など）を決定、計算、または再計算するために生理学的デ
ータ（たとえば、様々な内因性間隔など）を検出（たとえば、初期検出、検出、または更
新）しているとき、装置は治療計算モードにあると言える。
【００３７】
　図３は、治療提供モード３０５と治療計算モード３１０の切替えを示すステートダイア
グラム３００の例を概略的に示す。
　治療提供モード３０５の間、治療（たとえば、ペーシングまたは他の治療）が、たとえ
ば、必要に応じて、埋め込み型装置を用いて提供されている。ある実施例において、埋め
込み型装置はペースメーカを含みうるし、治療は治療制御パラメータとしてＡＶ遅延また
はＢＶＯの少なくとも一方を有するペーシング治療を含みうる。他の実施例において、埋
め込み型装置は、通院治療を提供するように構成された上記の装置を含みうる。
【００３８】
　ある実施例において、埋め込み型装置は、治療提供モード３０５中に一時中止治療要求
を受信すると、治療計算モード３１０に入る。治療計算モード３１０中、埋め込み型装置
が少なくとも一つの治療制御パラメータを計算または再計算できるように、治療は一時的
に停止または阻止されうる。ある実施例において、少なくとも一つの治療制御パラメータ
が計算または再計算された時点で、埋め込み型装置は、治療提供モードに入りうるし、治
療を開始または再開しうる。
【００３９】
　ある実施例において、一時中止治療要求は、被検者からの内因性または単独の生理学的
情報を用いて、少なくとも一つの治療パラメータを定期的に自動更新するために導入され
たプログラムによる一時中止治療要求または計画的な一時中止治療要求を含みうる。他の
実施例において、一時中止治療要求は、ローカルプログラマ７０を用いて被検者または臨
床医から、またはリモートプログラマ７５を用いてリモートユーザまたは臨床医から発せ
られうる。いくつかの実施例において、リモートユーザまたは臨床医は、被検者として異
なる国、州、市、建物、さらには異なる部屋に居るユーザまたは臨床医を含みうる。ある
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実施例において、リモート一時中止治療要求は、ローカルプログラマ７０によってリモー
トプログラマ７５から受信した後で埋め込み型装置に移されうる。
【００４０】
　ある実施例において、３０５における治療提供モード中に、ペーシングが計算された所
望のＡＶ遅延間隔または最適なＡＶ遅延間隔を有する埋め込み型ペースメーカを用いて被
検者に提供されうる。指定期間後に、または被検者、臨床医または他のユーザから一時中
止治療要求を受けて、埋め込み型ペースメーカは、３１０において治療計算モードに入り
うる。治療計算モードにおいて、ペーシングは一時中止され、心臓の内因性制御が戻る。
ここで、所望のＡＶ遅延または最適なＡＶ遅延は、測定された内因性間隔（たとえば、Ａ
ＶＲ、ＡＶＬなど）を用いて再計算されうる。所望のＡＶ遅延または最適なＡＶ遅延が再
計算された時点で、埋め込み型ペースメーカは３０５において治療提供モードに入ること
ができ、新たに計算または更新された所望のＡＶ遅延または最適なＡＶ遅延によって治療
が再開（たとえば、自動的に再開）する。
【００４１】
　いくつかの実施例において、被検者の内因性状態が変化する場合（たとえば、突然に変
化する場合）、または被検者の内因性状態が変化しない場合（たとえば、変化すると予想
されているときに変化しない場合）、検出された情報、すなわち、ローカルプログラマ７
０またはリモートプログラマ７５の少なくとも一方を使用するなどして警告が臨床医また
は他のユーザに送られうる。ある実施例において、リモートプログラマを使用することは
、ネットワークまたは他の長距離通信媒体上でローカルプログラマ７０と通信することを
含みうる。
【００４２】
　　備考
　前述の詳細説明は、詳細説明の一部を形成する添付図面への言及を含む。図面は、本発
明が実施されうる具体的な実施形態を実例として示す。これらの実施形態は、本明細書に
おいて「実施例」とも呼ばれる。このような実施例は、図示され説明された要素以外の要
素を含みうる。しかし、本発明者は、やはり、図示され説明されたこれら要素のみが提供
される実施例を考慮している。
【００４３】
　本明細書で言及されるすべての出版物、特許、および特許文献は、単独で参照により組
み入れられるかのように全体として参照により本明細書に組み入れられる。本明細書と参
照によりこのように組み入れられる文献との間に使用法の矛盾がある場合、組み入れられ
た参照における使用法は本明細書の使用法に対する補足と考えられるべきであり、相容れ
ない矛盾に関しては本明細書における使用法が優位にある。
【００４４】
　本明細書において、用語「一つの（ａ）」または「一つの（ａｎ）」は、特許文献でよ
く見られるように、「少なくとも一つ」または「一つまたは複数」の他の事例や使用法と
は無関係に一つまたは複数を含めるために使用される。本明細書において、用語「または
」は、非排他性に言及するために、すなわち、「ＡまたはＢ」は、他に指定がない限り、
「ＡだがＢでない」、「ＢだがＡでない」、「ＡでありＢである」を含むように使用され
る。添付の特許請求の範囲において、用語「含む」および「において（ｉｎ　ｗｈｉｃｈ
）」は、それぞれの用語「備える」および「において（ｗｈｅｒｅｉｎ）」の平易な英語
に相当する用語として使用される。また、以下の特許請求の範囲において、用語「含む」
および「備える」は開放型表現であり、特許請求の範囲においてこのような用語の後に列
挙されるもの以外の要素を含むシステム、装置、項目、またはプロセスがさらにその特許
請求の範囲に含まれるものと見なされる。さらに、以下の特許請求の範囲において、用語
「第１の」、「第２の」、および「第３の」などは、単なるラベルとして使用され、これ
らの対象に数値要件を課すためのものではない。
【００４５】
　前述の説明は、例示的なものであって限定的なものではない。たとえば、前述の実施例
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（または実施例の一つまたは複数の態様）は、互いに組み合わせて使用されてもよい。他
の実施形態は、前述の説明を検討した後で当業者などによって採用されうる。読者が技術
的開示の本質を素早く確認できるように米国特許法施行規則１．７２条（ｂ）項に従って
要約が提供されている。要約は、特許請求の範囲の範囲または意味を解釈または制限する
ために使用されることがないという理解の下で提示されている。また、前述の詳細説明に
おいて、開示を整理するために様々な特徴がグループ化されてもよい。グループ化は、未
請求の開示特徴がどの特許請求の範囲にも不可欠であることを意味するものと解釈される
べきではない。むしろ、本発明の要旨が具体的な開示実施形態すべての特徴の中になくて
もよい。したがって、以下の特許請求の範囲は本明細書によって詳細説明に組み入れられ
、各特許請求の範囲は単独の実施形態として自立している。本発明の範囲は、添付の特許
請求の範囲と、添付の特許請求の範囲が適用される等価物すべての範囲とを参照して判断
されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月29日(2010.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内因性心房興奮を受信するように構成された心房検知チャネルと、
　内因性左心室興奮を受信するように構成された左心室検知チャネルと、
　内因性右心室興奮を受信するように構成された右心室検知チャネルと、
のうちの少なくとも一つを含む埋め込み型医療装置と、
　第１の時間に被検者から生理学的データを受信し、第１の時間に受信した前記生理学的
データを用いて房室（ＡＶ）遅延または両心室オフセット（ＢＶＯ）の少なくとも一方を
含む治療制御パラメータを計算するように構成されたプロセッサと、
　を備えるシステムであって、
　前記生理学的データは、
　前記受信した内因性心房興奮および前記受信した内因性右心室興奮を用いて決定された
内因性房室間隔ＡＶＲと、
　前記受信した内因性心房興奮および前記受信した内因性左心室興奮を用いて決定された
内因性房室間隔ＡＶＬと、
　前記受信した内因性左心室興奮および前記受信した内因性右心室興奮を用いて決定され
た内因性心室間隔ΔＲＬと、
のうちの少なくとも一つを含み、
　前記埋め込み型医療装置は、前記計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部
分的に治療を決定し、該治療を誘発するように構成された第１の制御信号を提供するよう
に構成され、
　前記プロセッサは、第２の時間に前記治療を一時中止するように構成された第２の制御
信号を提供し、前記治療が一時中止されている間の前記第２の時間またはほぼ前記第２の
時間に前記被検者から前記生理学的データを受信し、前記第２の時間またはほぼ前記第２
の時間に受信した前記生理学的データを用いて前記治療制御パラメータを再計算するよう
に構成され、
　前記埋め込み型医療装置は、前記再計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも
部分的に前記治療を再決定し、前記再決定された治療を誘発するように構成された第３の
制御信号を提供するように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生理学的データを用いて前
記ＡＶ遅延を含む前記治療制御パラメータを計算するように構成されている、請求項１に
記載のシステム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用いて前記ＡＶ遅延を含む
前記治療制御パラメータを計算するように構成されており、前記ΔＲＬは前記内因性右心
室興奮および前記内因性左心室興奮の間の時間を含む、請求項１から２のいずれかに記載
のシステム。
【請求項４】
　前記プロセッサは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生理学的データを用いて前
記ＢＶＯを含む前記治療制御パラメータを計算するように構成されている、請求項１から
３のいずれかに記載のシステム。
【請求項５】
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　前記プロセッサは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用いて前記ＢＶＯを含む前
記治療制御パラメータを計算するように構成されており、前記ΔＲＬは前記内因性右心室
興奮および前記内因性左心室興奮の間の時間を含む、請求項１から４のいずれかに記載の
システム。
【請求項６】
　前記埋め込み型医療装置は、前記第１の治療中に受信したリモート一時中止治療要求に
応答して、前記第２の時間に前記治療を一時中止するように構成された前記第２の制御信
号を提供するように構成されている、請求項１から５のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
　前記埋め込み型医療装置は、前記治療制御パラメータを再計算するために定期的な機会
を提供するように構成された定期的な一時中止治療要求に応答して、前記第２の時間に前
記治療を一時中止するように構成された前記第２の制御信号を提供するように構成されて
いる、請求項１から５のいずれかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記定期的な一時中止治療要求は所定の時間間隔を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記定期的な一時中止治療要求は所定の心周期数を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記埋め込み型医療装置は、前記第１の時間に受信した前記生理学的データを前期第２
の時間またはほぼ前記第２の時間に受信した前記生理学的データと比較して、該比較の結
果を用いて警告を発するように構成されている、請求項１から９のいずれかに記載のシス
テム。
【請求項１１】
　第１の時間に被検者から生理学的データを受信することと、
　前記第１の時間に受信した前記生理学的データを用いて房室（ＡＶ）遅延または両心室
オフセット（ＢＶＯ）の少なくとも一方を含む治療制御パラメータを計算することと、を
備える、前もって埋め込まれた装置の動作方法であって、
　前記生理学的データは、
　受信した内因性心房興奮および受信した内因性右心室興奮を用いて決定される内因性房
室間隔ＡＶＲと、
　受信した内因性心房興奮および受信した内因性左心室興奮を用いて決定される内因性房
室間隔ＡＶＬと、
　受信した内因性左心室興奮および受信した内因性右心室興奮を用いて決定される内因性
心室間隔ΔＲＬと、
のうちの少なくとも一つを含み、
　前記計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部分的に治療を決定することと
、
　前記治療を誘発するように構成された第１の制御信号を提供することと、
　第２の時間に前記治療を一時中止するように構成された第２の制御信号を提供すること
と、
　前記治療が一時中止されている間の前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に前記被
検者から生理学的データを受信することと、
　前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に受信した前記生理学的データを用いて前記
治療制御パラメータを再計算することと、
　前記再計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部分的に前記治療を再決定す
ることと、
　前記再決定された治療を誘発するように構成された第３の制御信号を提供することと、
　を備える方法。
【請求項１２】
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生
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理学的データを用いて前記ＡＶ遅延を計算することを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用
いて前記ＡＶ遅延を計算することを含み、前記ΔＲＬは前記内因性右心室興奮と前記内因
性左心室興奮の間の時間を含む、請求項１１から１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生
理学的データを用いて前記ＢＶＯを計算することを含む、請求項１１から１３のいずれか
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用
いて前記ＢＶＯを計算することを含み、ΔＲＬは前記内因性右心室興奮と前記内因性左心
室興奮の間の時間を含む、請求項１１から１４のいずれかに記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　前述の説明は、例示的なものであって限定的なものではない。たとえば、前述の実施例
（または実施例の一つまたは複数の態様）は、互いに組み合わせて使用されてもよい。他
の実施形態は、前述の説明を検討した後で当業者などによって採用されうる。読者が技術
的開示の本質を素早く確認できるように米国特許法施行規則１．７２条（ｂ）項に従って
要約が提供されている。要約は、特許請求の範囲の範囲または意味を解釈または制限する
ために使用されることがないという理解の下で提示されている。また、前述の詳細説明に
おいて、開示を整理するために様々な特徴がグループ化されてもよい。グループ化は、未
請求の開示特徴がどの特許請求の範囲にも不可欠であることを意味するものと解釈される
べきではない。むしろ、本発明の要旨が具体的な開示実施形態すべての特徴の中になくて
もよい。したがって、以下の特許請求の範囲は本明細書によって詳細説明に組み入れられ
、各特許請求の範囲は単独の実施形態として自立している。本発明の範囲は、添付の特許
請求の範囲と、添付の特許請求の範囲が適用される等価物すべての範囲とを参照して判断
されるべきである。
　次に、上記実施形態及びその変形例から把握できる技術的思想を記載する。
（付記１）
　内因性心房興奮を受信するように構成された心房検知チャネルと、
　内因性左心室興奮を受信するように構成された左心室検知チャネルと、
　内因性右心室興奮を受信するように構成された右心室検知チャネルと、
のうちの少なくとも一つを含む埋め込み型医療装置と、
　第１の時間に被検者から生理学的データを受信し、第１の時間に受信した前記生理学的
データを用いて房室（ＡＶ）遅延または両心室オフセット（ＢＶＯ）の少なくとも一方を
含む治療制御パラメータを計算するように構成されたプロセッサと、
　を備えるシステムであって、
　前記生理学的データは、
　前記受信した内因性心房興奮および前記受信した内因性右心室興奮を用いて決定された
内因性房室間隔ＡＶＲと、
　前記受信した内因性心房興奮および前記受信した内因性左心室興奮を用いて決定された
内因性房室間隔ＡＶＬと、
　前記受信した内因性左心室興奮および前記受信した内因性右心室興奮を用いて決定され
た内因性心室間隔ΔＲＬと、
のうちの少なくとも一つを含み、
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　前記埋め込み型医療装置は、前記計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部
分的に治療を決定し、該治療を誘発するように構成された第１の制御信号を提供するよう
に構成され、
　前記プロセッサは、第２の時間に前記治療を阻止するように構成された第２の制御信号
を提供し、前記治療が阻止されている間の前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に前
記被検者から前記生理学的データを受信し、前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に
受信した前記生理学的データを用いて前記治療制御パラメータを再計算するように構成さ
れ、
　前記埋め込み型医療装置は、前記再計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも
部分的に前記治療を再決定し、前記再決定された治療を誘発するように構成された第３の
制御信号を提供するように構成されている、システム。
（付記２）
　前記プロセッサは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生理学的データを用いて前
記ＡＶ遅延を含む前記治療制御パラメータを計算するように構成されている、付記１に記
載のシステム。
（付記３）
　前記プロセッサは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用いて前記ＡＶ遅延を含む
前記治療制御パラメータを計算するように構成されており、前記ΔＲＬは前記内因性右心
室興奮および前記内因性左心室興奮の間の時間を含む、付記１から２のいずれかに記載の
システム。
（付記４）
　前記プロセッサは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生理学的データを用いて前
記ＢＶＯを含む前記治療制御パラメータを計算するように構成されている、付記１から３
のいずれかに記載のシステム。
（付記５）
　前記プロセッサは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用いて前記ＢＶＯを含む前
記治療制御パラメータを計算するように構成されており、前記ΔＲＬは前記内因性右心室
興奮および前記内因性左心室興奮の間の時間を含む、付記１から４のいずれかに記載のシ
ステム。
（付記６）
　前記埋め込み型医療装置は、前記第１の治療中に受信したリモート一時中止治療要求に
応答して、前記第２の時間に前記治療を阻止するように構成された前記第２の制御信号を
提供するように構成されている、付記１から５のいずれかに記載のシステム。
（付記７）
　前記埋め込み型医療装置は、前記治療制御パラメータを再計算するために定期的な機会
を提供するように構成された定期的な一時中止治療要求に応答して、前記第２の時間に前
記治療を阻止するように構成された前記第２の制御信号を提供するように構成されている
、付記１から５のいずれかに記載のシステム。
（付記８）
　前記定期的な一時中止治療要求は後に所定の時間間隔を含む、付記７に記載のシステム
。
（付記９）
　前記定期的な一時中止治療要求は後に所定の心周期数を含む、付記７に記載のシステム
。
（付記１０）
　前記埋め込み型医療装置は、前記第１の時間に受信した前記生理学的データを前期第２
の時間またはほぼ前記第２の時間に受信した前記生理学的データと比較して、該比較の結
果を用いて警告を発するように構成されている、付記１から９のいずれかに記載のシステ
ム。
（付記１１）
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　第１の時間に被検者から生理学的データを受信することと、
　前記第１の時間に受信した前記生理学的データを用いて房室（ＡＶ）遅延または両心室
オフセット（ＢＶＯ）の少なくとも一方を含む治療制御パラメータを計算することと、を
備える方法であって、
　前記生理学的データは、
　受信した内因性心房興奮および受信した内因性右心室興奮を用いて決定される内因性房
室間隔ＡＶＲと、
　受信した内因性心房興奮および受信した内因性左心室興奮を用いて決定される内因性房
室間隔ＡＶＬと、
　受信した内因性左心室興奮および受信した内因性右心室興奮を用いて決定される内因性
心室間隔ΔＲＬと、
のうちの少なくとも一つを含み、
　前記計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部分的に治療を決定することと
、
　前記治療を誘発するように構成された第１の制御信号を提供することと、
　第２の時間に前記治療を阻止するように構成された第２の制御信号を提供することと、
　前記治療が阻止されている間の前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に前記被検者
から生理学的データを受信することと、
　前記第２の時間またはほぼ前記第２の時間に受信した前記生理学的データを用いて前記
治療制御パラメータを再計算することと、
　前記再計算された治療制御パラメータを用いて少なくとも部分的に前記治療を再決定す
ることと、
　前記再決定された治療を誘発するように構成された第３の制御信号を提供することと、
　を備える方法。
（付記１２）
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生
理学的データを用いて前記ＡＶ遅延を計算することを含む、付記１１に記載の方法。
（付記１３）
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用
いて前記ＡＶ遅延を計算することを含み、前記ΔＲＬは前記内因性右心室興奮と前記内因
性左心室興奮の間の時間を含む、付記１１から１２のいずれかに記載の方法。
（付記１４）
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ＡＶＲおよび前記ＡＶＬを含む前記生
理学的データを用いて前記ＢＶＯを計算することを含む、付記１１から１３のいずれかに
記載の方法。
（付記１５）
　前記治療制御パラメータを計算することは、前記ΔＲＬを含む前記生理学的データを用
いて前記ＢＶＯを計算することを含み、ΔＲＬは前記内因性右心室興奮と前記内因性左心
室興奮の間の時間を含む、付記１１から１４のいずれかに記載の方法。
（付記１６）
　前記第２の時間に前記治療を阻止するように構成された前記第２の制御信号を提供する
ことは、前記第１の治療中に受信するリモート一時中止治療要求に応答することを含む、
付記１１から１５のいずれかに記載の方法。
（付記１７）
　前記第２の時間に前記治療を阻止するように構成された前記第２の制御信号を提供する
ことは、前記治療制御パラメータを再計算するために定期的な機会を提供するように構成
された定期的な一時中止治療要求に応答することを含む、付記１１から１５のいずれかに
記載の方法。
（付記１８）
　前記定期的な一時中止治療要求に応答して阻止するように構成された前記第２の制御信
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号を提供することは、後に所定の時間間隔を含む、付記１７に記載の方法。
（付記１９）
　前記定期的な一時中止治療要求に応答して阻止するように構成された前記第２の制御信
号を提供することは、後に所定の心周期数を含む、付記１７に記載の方法。
（付記２０）
　前記第１の時間に受信した前記生理学的データを前記第２の時間またはほぼ前記第２の
時間に受信した前記生理学的データと比較することと、前記比較の結果を用いて警告を発
することとを含む、付記１１から１９のいずれかに記載の方法。
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