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(57)【要約】
　心血管医療手術中に医療器具を位置特定するためのシ
ステムおよび方法が開示される。一実施形態は、電磁場
発生器と；被験者の心臓内に導入されるように適合され
、少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの
電極を含むアンテナ基準器と；被験者の胸腔内に導入さ
れるように適合され、少なくとも１つの電極を含む少な
くとも１つのロービング器と；制御ユニットであって、
電磁センサによって感知される電磁場発生器からの電磁
信号に基づいて、アンテナ基準器の位置座標を決定し、
アンテナ基準器の電極と、ロービング器の電極との電位
差を測定し、決定されたアンテナ基準器の位置座標を使
用して、測定された電位差を較正して、ロービング器の
位置座標を決定するように構成される制御ユニットとを
含む。



(2) JP 2015-520618 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁場発生器と、
　被験者の心臓の冠状静脈洞内に導入されるように適合されたアンテナ基準器であって、
少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含むアンテナ基準器と、
　前記被験者の胸腔内に導入されるように適合された少なくとも１つのロービング器であ
って、少なくとも１つの電極を含む少なくとも１つのロービング器と、
　制御ユニットであって、
　　前記少なくとも１つの電磁センサによって感知される前記電磁場発生器からの電磁信
号に基づいて、前記アンテナ基準器の位置座標を決定し、
　　前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つのロービン
グ器の前記少なくとも１つの電極との電位差を測定し、
　　決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測定された電位差を
較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定する
ように構成される制御ユニットと、を含む位置感知システム。
【請求項２】
　前記アンテナ基準器が、前記冠状静脈洞内への配置およびカニューレ挿入のために設計
されたカテーテルシステムを含む請求項１に記載の位置感知システム。
【請求項３】
　前記カテーテルシステムが、６５～１１０センチメートルの有効長さと、５～７Ｆｒｅ
ｎｃｈの太さと、０～１８０度の固定された偏向および調節可能な偏向のうちの１つとを
有し、前記カテーテルシステムが、心電図を感知するための２～２０個の電極と、少なく
とも１つの金属コイルを含む内蔵電磁センサとを含む請求項２に記載の位置感知システム
。
【請求項４】
　前記アンテナ基準器が、前記冠状静脈洞内への配置およびカニューレ挿入のために設計
されたペースメーカと埋め込み型除細動器（「ＩＣＤ」）リードシステムとのうちの少な
くとも１つを含む請求項１に記載の位置感知システム。
【請求項５】
　前記ペースメーカと前記ＩＣＤリードシステムとの少なくとも１つが、６５～１１０セ
ンチメートルの有効長さと、５～７Ｆｒｅｎｃｈの太さと、０～１８０度の固定された偏
向および調節可能な偏向のうちの１つとを有し、前記ペースメーカと前記ＩＣＤリードシ
ステムとの少なくとも１つが、心電図を感知するための２～２０個の電極と、少なくとも
１つの金属コイルを含む内蔵電磁センサとを含む請求項４に記載の位置感知システム。
【請求項６】
　前記制御ユニットが、前記アンテナ基準器の冗長追跡を提供するために、前記アンテナ
基準器の前記少なくとも１つの電極によって感知される電位に基づいて、前記アンテナ基
準器のさらなる位置座標を決定するように構成される請求項１に記載の位置感知システム
。
【請求項７】
　前記制御ユニットに接続されたモニタをさらに含み、前記制御ユニットが、
　心収縮期から心拡張期にわたる前記心臓の複数の画像をメモリに記憶し、
　前記心臓の前記記憶された複数の画像を使用して、心時相に対応する前記心臓の動画像
を前記モニタ上に表示し、
　決定された前記少なくとも１つのロービング器の前記位置座標を使用して、前記心臓に
対する前記少なくとも１つのロービング器の位置を示す前記少なくとも１つのロービング
器の動画像を前記モニタ上に表示する
ように構成される請求項１に記載の位置感知システム。
【請求項８】
　前記制御ユニットが、



(3) JP 2015-520618 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

　少なくとも１つの中央処理装置と、
　少なくとも２つのグラフィック処理ユニットと
を含み、
　前記少なくとも２つのグラフィック処理ユニットが、個別のグラフィックスカード上に
あり、前記制御ユニットが、前記少なくとも１つの中央処理装置および前記少なくとも２
つのグラフィック処理ユニット上で数学的計算を並列処理するように構成される
請求項１に記載の位置感知システム。
【請求項９】
　前記制御ユニットが、
　アプリケーションプログラミングインターフェースを介して、ＲＦ発生器、超音波撮像
デバイス、食道温度プローブ、および心電図記録デバイスのうちの少なくとも１つを含む
少なくとも１つのデバイスと通信し、
　前記少なくとも１つのデバイスから情報を検索し、
　前記情報をメモリに記憶する
ように構成される請求項１に記載の位置感知システム。
【請求項１０】
　前記制御ユニットが、
　所定のしきい値外の新たな位置に前記アンテナ基準器が移動したと判断し、
　前記少なくとも１つの電磁センサを使用した前記電磁場発生器からの電磁信号の感知に
基づいて、前記新たな位置での前記アンテナ基準器の位置座標を決定し、
　前記新たな位置での前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくと
も１つのロービング器の前記少なくとも１つの電極との電位差を測定し、
　前記新たな位置での決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測
定された電位差を較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定し、
　以前に記録された前記少なくとも１つのロービング器の位置座標に、前記較正後の測定
された電位差を適用する
ように構成される請求項１に記載の位置感知システム。
【請求項１１】
　医療器具の位置を感知するための方法であって、
　被験者の胸郭領域に電磁場を印加するステップと、
　前記被験者の心臓の冠状静脈洞内にアンテナ基準器を挿入するステップであって、前記
アンテナ基準器が、少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含む、ス
テップと、
　前記被験者の胸腔内に少なくとも１つのロービング器を挿入するステップであって、前
記少なくとも１つのロービング器が、少なくとも１つの電極を含む、ステップと、
　前記少なくとも１つの電磁センサを使用した前記電磁場の感知に基づいて、前記アンテ
ナ基準器の位置座標を決定するステップと、
　前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つのロービング
器の前記少なくとも１つの電極との電位差を測定するステップと、
　決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測定された電位差を較
正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定するステップと
を含む方法。
【請求項１２】
　前記アンテナ基準器の冗長追跡を提供するために、前記アンテナ基準器の前記少なくと
も１つの電極によって感知される電位に基づいて、前記アンテナ基準器のさらなる位置座
標を決定するステップをさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　心収縮期から心拡張期にわたる前記心臓の複数の画像をメモリに記憶するステップと、
　前記心臓の前記記憶された複数の画像を使用して、心時相に対応する前記心臓の動画像
をモニタ上に表示するステップと、
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　決定された前記少なくとも１つのロービング器の前記位置座標を使用して、前記心臓に
対する前記少なくとも１つのロービング器の位置を示す前記少なくとも１つのロービング
器の動画像をモニタ上に表示するステップと
をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つの中央処理装置および少なくとも２つのグラフィック処理ユニット上で
数学的計算を並列に処理するステップをさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　アプリケーションプログラミングインターフェースを介して、ＲＦ発生器、超音波撮像
デバイス、食道温度プローブ、および心電図記録デバイスのうちの少なくとも１つを含む
少なくとも１つのデバイスと通信するステップと、
　前記少なくとも１つのデバイスから情報を検索するステップと、
　前記情報をメモリに記憶するステップと
をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　所定のしきい値外の新たな位置に前記アンテナ基準器が移動したと判断するステップと
、
　前記少なくとも１つの電磁センサを使用した前記電磁場の感知に基づいて、前記新たな
位置での前記アンテナ基準器の位置座標を決定するステップと、
　前記新たな位置での前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくと
も１つのロービング器の前記少なくとも１つの電極との電位差を測定するステップと、
　前記新たな位置での決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測
定された電位差を較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定するス
テップと、
　以前に記録された前記少なくとも１つのロービング器の位置座標に、前記較正後の測定
された電位差を適用するステップと
をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　電磁場発生器と、
　被験者の心臓に導入されるように適合されたアンテナ基準器であって、少なくとも１つ
の電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含むアンテナ基準器と、
　前記被験者の胸腔内に導入されるように適合された少なくとも１つのロービング器であ
って、少なくとも１つの電極を含む少なくとも１つのロービング器と、
　制御ユニットとであって、
　　前記少なくとも１つの電磁センサによって感知される前記電磁場発生器からの電磁信
号に基づいて、前記アンテナ基準器の位置座標を決定し、
　　前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つのロービン
グ器の前記少なくとも１つの電極との電位差を測定し、
　　決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測定された電位差を
較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定する
ように構成される制御ユニットと、を含む位置感知システム。
【請求項１８】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の冠状静脈洞内に導入されるように適合
される請求項１７に記載の位置感知システム。
【請求項１９】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の高位右房内に導入されるように適合さ
れる請求項１７に記載の位置感知システム。
【請求項２０】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の卵円窩内に導入されるように適合され
る請求項１７に記載の位置感知システム。
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【請求項２１】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の右室心突部内に導入されるように適合
される請求項１７に記載の位置感知システム。
【請求項２２】
　医療器具の位置を感知するための方法であって、
　被験者の胸郭領域に電磁場を印加するステップと、
　前記被験者の前記心臓内にアンテナ基準器を挿入するステップであって、前記アンテナ
基準器が、少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含む、ステップと
、
　前記被験者の胸腔内に少なくとも１つのロービング器を挿入するステップであって、前
記少なくとも１つのロービング器が、少なくとも１つの電極を含む、ステップと、
　前記少なくとも１つの電磁センサを使用した前記電磁場の感知に基づいて、前記アンテ
ナ基準器の位置座標を決定するステップと、
　前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つのロービング
器の前記少なくとも１つの電極との電位差を測定するステップと、
　決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測定された電位差を較
正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定するステップと
を含む方法。
【請求項２３】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の冠状静脈洞内に挿入される請求項２２
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の高位右房内に挿入される請求項２２に
記載の方法。
【請求項２５】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の卵円窩内に挿入される請求項２２に記
載の方法。
【請求項２６】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の右室心突部内に挿入される請求項２２
に記載の方法。
【請求項２７】
　電磁場発生器と、
　被験者の心臓の冠状静脈洞内に導入されるように適合されたアンテナ基準器であって、
少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含むアンテナ基準器と、
　前記被験者の胸腔内に導入されるように適合された少なくとも１つのロービング器であ
って、少なくとも１つの電極を含む少なくとも１つのロービング器と、
　制御ユニットであって、
　　前記少なくとも１つの電磁センサによって感知される前記電磁場発生器からの電磁信
号に基づいて、前記アンテナ基準器の位置座標を決定し、
　前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つのロービング
器の前記少なくとも１つの電極との電気インピーダンス差を測定し、
　決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測定された電気インピ
ーダンス差を較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定する
ように構成される制御ユニットと、を含む位置感知システム。
【請求項２８】
　前記アンテナ基準器が、前記冠状静脈洞内への配置およびカニューレ挿入のために設計
されたカテーテルシステムを含む請求項２７に記載の位置感知システム。
【請求項２９】
　前記カテーテルシステムが、６５～１１０センチメートルの有効長さと、５～７Ｆｒｅ
ｎｃｈの太さと、０～１８０度の固定された偏向および調節可能な偏向のうちの１つとを
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有し、前記カテーテルシステムが、心電図を感知するための２～２０個の電極と、少なく
とも１つの金属コイルを含む内蔵電磁センサとを含む請求項２８に記載の位置感知システ
ム。
【請求項３０】
　前記アンテナ基準器が、前記冠状静脈洞内への配置およびカニューレ挿入のために設計
されたペースメーカと埋め込み型除細動器（「ＩＣＤ」）リードシステムとのうちの少な
くとも１つを含む請求項２７に記載の位置感知システム。
【請求項３１】
　前記ペースメーカと前記ＩＣＤリードシステムとのうちの少なくとも１つが、６５～１
１０センチメートルの有効長さと、５～７Ｆｒｅｎｃｈの太さと、０～１８０度の固定さ
れた偏向および調節可能な偏向のうちの１つとを有し、前記ペースメーカと前記ＩＣＤリ
ードシステムとの少なくとも１つが、心電図を感知するための２～２０個の電極と、少な
くとも１つの金属コイルを含む内蔵電磁センサとを含む請求項３０に記載の位置感知シス
テム。
【請求項３２】
　前記制御ユニットが、前記アンテナ基準器の冗長追跡を提供するために、前記アンテナ
基準器の前記少なくとも１つの電極によって感知される電気インピーダンスに基づいて、
前記アンテナ基準器のさらなる位置座標を決定するように構成される請求項２７に記載の
位置感知システム。
【請求項３３】
　前記制御ユニットに接続されたモニタをさらに含み、前記制御ユニットが、
　心収縮期から心拡張期にわたる前記心臓の複数の画像をメモリに記憶し、
　前記心臓の前記記憶された複数の画像を使用して、心時相に対応する前記心臓の動画像
を前記モニタ上に表示し、
　決定された前記少なくとも１つのロービング器の前記位置座標を使用して、前記心臓に
対する前記少なくとも１つのロービング器の位置を示す前記少なくとも１つのロービング
器の動画像を前記モニタ上に表示する
ように構成される請求項２７に記載の位置感知システム。
【請求項３４】
　前記制御ユニットが、
　少なくとも１つの中央処理装置と、
　少なくとも２つのグラフィック処理ユニットと
を含み、
　前記少なくとも２つのグラフィック処理ユニットが、個別のグラフィックスカード上に
あり、前記制御ユニットが、前記少なくとも１つの中央処理装置および前記少なくとも２
つのグラフィック処理ユニット上で数学的命令を並列処理するように構成される
請求項２７に記載の位置感知システム。
【請求項３５】
　前記制御ユニットが、アプリケーションプログラミングインターフェースを介して、Ｒ
Ｆ発生器、超音波撮像デバイス、食道温度プローブ、および心電図記録デバイスのうちの
少なくとも１つを含む少なくとも１つのデバイスと通信し、
　前記少なくとも１つのデバイスから情報を検索し、
　前記情報をメモリに記憶する
ように構成される請求項２７に記載の位置感知システム。
【請求項３６】
　前記制御ユニットが、
　所定のしきい値外の新たな位置に前記アンテナ基準器が移動したと判断し、
　前記少なくとも１つの電磁センサを使用した前記電磁場発生器からの電磁信号の感知に
基づいて、前記新たな位置での前記アンテナ基準器の位置座標を決定し、
　前記新たな位置での前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくと
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も１つのロービング器の前記少なくとも１つの電極との電気インピーダンス差を測定し、
　前記新たな位置での決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測
定された電気インピーダンス差を較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座
標を決定し、
　以前に記録された前記少なくとも１つのロービング器の位置座標に、前記較正後の測定
された電位差を適用する
ように構成される請求項２７に記載の位置感知システム。
【請求項３７】
　医療器具の位置を感知するための方法であって、
　被験者の胸郭領域に電磁場を印加するステップと、
　前記被験者の心臓の冠状静脈洞内にアンテナ基準器を挿入するステップであって、前記
アンテナ基準器が、少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含む、ス
テップと、
　前記被験者の胸腔内に少なくとも１つのロービング器を挿入するステップであって、前
記少なくとも１つのロービング器が、少なくとも１つの電極を含む、ステップと、
　前記少なくとも１つの電磁センサを使用した前記電磁場の感知に基づいて、前記アンテ
ナ基準器の位置座標を決定するステップと、
　前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つのロービング
器の前記少なくとも１つの電極との電気インピーダンス差を測定するステップと、
　決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測定された電気インピ
ーダンス差を較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定するステッ
プと
を含む方法。
【請求項３８】
　前記アンテナ基準器の冗長追跡を提供するために、前記アンテナ基準器の前記少なくと
も１つの電極によって感知される電気インピーダンスに基づいて、前記アンテナ基準器の
さらなる位置座標を決定するステップをさらに含む請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　心収縮期から心拡張期にわたる前記心臓の複数の画像をメモリに記憶するステップと、
　前記心臓の前記記憶された複数の画像を使用して、心時相に対応する前記心臓の動画像
をモニタ上に表示するステップと、
　決定された前記少なくとも１つのロービング器の前記位置座標を使用して、前記心臓に
対する前記少なくとも１つのロービング器の位置を示す前記少なくとも１つのロービング
器の動画像をモニタ上に表示するステップと
をさらに含む請求項３７に記載の方法。
【請求項４０】
　少なくとも１つの中央処理装置および少なくとも２つのグラフィック処理ユニット上で
数学的計算を並列に処理するステップをさらに含む請求項３７に記載の方法。
【請求項４１】
　アプリケーションプログラミングインターフェースを介して、ＲＦ発生器、超音波撮像
デバイス、食道温度プローブ、および心電図記録デバイスのうちの少なくとも１つを含む
少なくとも１つのデバイスと通信するステップと、
　前記少なくとも１つのデバイスから情報を検索するステップと、
　前記情報をメモリに記憶するステップと
をさらに含む請求項３７に記載の方法。
【請求項４２】
　所定のしきい値外の新たな位置に前記アンテナ基準器が移動したと判断するステップと
、
　前記少なくとも１つの電磁センサを使用した前記電磁場の感知に基づいて、前記新たな
位置での前記アンテナ基準器の位置座標を決定するステップと、



(8) JP 2015-520618 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

　前記新たな位置での前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくと
も１つのロービング器の前記少なくとも１つの電極との電気インピーダンス差を測定する
ステップと、
　前記新たな位置での決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測
定された電気インピーダンス差を較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座
標を決定するステップと、
　以前に記録された前記少なくとも１つのロービング器の位置座標に、前記測定された電
位差の前記較正を適用するステップと
をさらに含む請求項３７に記載の方法。
【請求項４３】
　電磁場発生器と、
　被験者の心臓に導入されるように適合されたアンテナ基準器であって、少なくとも１つ
の電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含むアンテナ基準器と、
　前記被験者の胸腔内に導入されるように適合された少なくとも１つのロービング器であ
って、少なくとも１つの電極を含む少なくとも１つのロービング器と、
　制御ユニットであって、
　　前記少なくとも１つの電磁センサによって感知される前記電磁場発生器からの電磁信
号に基づいて、前記アンテナ基準器の位置座標を決定し、
　　前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つのロービン
グ器の前記少なくとも１つの電極との電気インピーダンス差を測定し、
　　決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測定された電気イン
ピーダンス差を較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定する
ように構成される制御ユニットと、を含む位置感知システム。
【請求項４４】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の冠状静脈洞内に導入されるように適合
される請求項４３に記載の位置感知システム。
【請求項４５】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の高位右房内に導入されるように適合さ
れる請求項４３に記載の位置感知システム。
【請求項４６】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の卵円窩内に導入されるように適合され
る請求項４３に記載の位置感知システム。
【請求項４７】
　前記アンテナ基準器が、前記被験者の前記心臓の右室心突部内に導入されるように適合
される請求項４３に記載の位置感知システム。
【請求項４８】
　医療器具の位置を感知するための方法であって、
　被験者の胸郭領域に電磁場を印加するステップと、
　前記被験者の心臓内にアンテナ基準器を挿入するステップであって、前記アンテナ基準
器が、少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含む、ステップと、
　前記被験者の胸腔内に少なくとも１つのロービング器を挿入するステップであって、前
記少なくとも１つのロービング器が、少なくとも１つの電極を含む、ステップと、
　前記少なくとも１つの電磁センサを使用した前記電磁場の感知に基づいて、前記アンテ
ナ基準器の位置座標を決定するステップと、
　前記アンテナ基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つのロービング
器の前記少なくとも１つの電極との電気インピーダンス差を測定するステップと、
　決定された前記アンテナ基準器の前記位置座標を使用して、前記測定された電気インピ
ーダンス差を較正して、前記少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定するステッ
プと
を含む方法。
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【請求項４９】
　前記アンテナ基準器が、前記心臓の冠状静脈洞内に挿入される請求項４８に記載の方法
。
【請求項５０】
　前記アンテナ基準器が、前記心臓の高位右房内に挿入される請求項４８に記載の方法。
【請求項５１】
　前記アンテナ基準器が、前記心臓の卵円窩内に挿入される請求項４８に記載の方法。
【請求項５２】
　前記アンテナ基準器が、前記心臓の右室心突部内に挿入される請求項４８に記載の方法
。
【請求項５３】
　電磁場発生器と、
　被験者の心臓の冠状静脈洞内に導入されるように適合された動的基準器であって、少な
くとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含む動的基準器と、
　前記被験者の胸腔内に導入されるように適合された少なくとも１つの医療器具であって
、少なくとも１つの電極を含む少なくとも１つの医療器具と、
　コンピュータ化された制御システムと、を含む位置感知システムであって、前記コンピ
ュータ化された制御システムが、
　　前記少なくとも１つの電磁センサによって感知される前記電磁場発生器からの電磁信
号に基づいて、前記動的基準器の第１の位置座標を決定し、
　　前記動的基準器の前記少なくとも１つの電極によって感知される電位に基づいて、前
記動的基準器の第２の位置座標を決定し、
　　前記動的基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つの医療器具の前
記少なくとも１つの電極との電位差を測定し、
　　前記測定された電位差に基づいて前記少なくとも１つの医療器具の位置を計算する
ように構成される位置感知システム。
【請求項５４】
　前記コンピュータ化された制御システムが、
　前記少なくとも１つの電磁センサによって感知された前記電磁信号に基づいて、新たな
位置への前記動的基準器の基準ずれを検出し、
　前記新たな位置で前記少なくとも１つの電磁センサによって感知される前記電磁場発生
器からの電磁信号に基づいて、前記動的基準器の第３の位置座標を決定し、
　前記第１の位置座標と前記第３の位置座標とのオフセットを計算し、
　計算された前記少なくとも１つの医療器具の前記位置に前記オフセットを適用し、
　記録された前記少なくとも１つの医療器具の位置座標に前記オフセットを適用する
ようにさらに構成される請求項５３に記載の位置感知システム。
【請求項５５】
　前記動的基準器がペースメーカを含む請求項５３に記載の位置感知システム。
【請求項５６】
　前記動的基準器が埋め込み型除細動器リードを含む請求項５３に記載の位置感知システ
ム。
【請求項５７】
　医療器具の位置を感知するための方法であって、
　被験者の胸郭領域に電磁場を印加するステップと、
　前記被験者の心臓の冠状静脈洞内に動的基準器を挿入するステップであって、前記動的
基準器が、少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電極を含む、ステップと
、
　前記被験者の胸腔内に少なくとも１つの医療器具を挿入するステップであって、前記少
なくとも１つの医療器具が、少なくとも１つの電極を含む、ステップと、
　前記動的基準器の前記少なくとも１つの電磁センサによって感知される前記電磁場に基
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づいて、前記動的基準器の第１の位置座標を決定するステップと、
　前記動的基準器の前記少なくとも１つの電極によって感知される電位に基づいて、前記
動的基準器の第２の位置座標を決定するステップと、
　前記動的基準器の前記少なくとも１つの電極と、前記少なくとも１つの医療器具の前記
少なくとも１つの電極との電位差を測定するステップと、
　前記測定された電位差に基づいて前記少なくとも１つの医療器具の位置を計算するステ
ップと
を含む方法。
【請求項５８】
　前記少なくとも１つの電磁センサによって感知された前記電磁信号に基づいて、新たな
位置への前記動的基準器の基準ずれを検出するステップと、
　前記動的基準器の前記少なくとも１つの電磁センサによって感知される前記電磁場に基
づいて、前記新たな位置での前記動的基準器の第３の位置座標を決定するステップと、
　前記第１の位置座標と前記第３の位置座標とのオフセットを計算するステップと、
　計算された前記少なくとも１つの医療器具の前記位置に前記オフセットを適用するステ
ップと
をさらに含む請求項５７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権
　本出願は、「Integrated Multi-Localizer Cardiovascular Navigation System and As
sociated Method」という名称の２０１２年４月１０日出願の米国仮特許出願第６１／６
２２，２２０号に対する優先権を主張し、また、「System and Method for Localizing M
edical Instruments During Cardiovascular Medical Procedures」という名称の２０１
３年１月２２日出願の米国非仮特許出願第１３／７４７，２６６号に対する優先権を主張
すると共に、その継続出願である。上記の特許文献の開示全体にあらゆる目的で依拠し、
参照により本明細書に援用する。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、一般に、患者に外科手術を行う際に医師を補助するシステムおよび方法に関
する。より詳細には、本発明は、心血管医療手術中に被験者の体内の医療器具を位置特定
するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　心血管疾患を治療するための医療手術は、性質上ますます低侵襲性になっており、した
がって、医師は、小さな切開を通して被験者に小さな医療デバイスを挿入し、そのデバイ
スを、血管構造を通して心臓および特定の治療部位に操縦することができる。１つの帰結
として、医師は、デバイスが進んでいる場所および目的の治療位置を確かめるために、特
殊なツールを必要とする。定位的ナビゲーションは、対象の解剖学的部位の予め取得され
ている画像を採用し、位置特定システムを使用して、予め取得されている画像に対して医
療器具を追跡する分野である。定位的ナビゲーションは、位置感知機能が、人体内で医療
器具を位置特定して追跡し、Ｘ線、ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、および心電図マップなど他の
医療画像に対する位置を表示することができることを必要とする。
【０００４】
　現在の位置感知システムは、いくつかの問題を抱えている。位置感知システムは、医師
の嗜好に基づいて多くの異なる器具を位置特定できる融通性、および骨、空気、血液、筋
肉、脂肪など不均質な組織の精度を提供する必要がある。なぜなら、それらの組織特性は
、呼吸および心拍と共に変化するからである。精度と融通性のバランスを実現することが
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非常に難しい。電磁位置感知システムは、生体の組織特性とは無関係であるので、正確な
システムであることが多い。しかし、電磁システムは、性質上、独自仕様性が非常に高く
、医師が位置特定を必要とする手術中に使用されるあらゆる器具に埋め込まれた独自仕様
の電磁センサを必要とする。電位位置感知システムは、典型的には、オープンアーキテク
チャで、多くの医療器具に組み込まれた標準的な電極を使用して様々な器具を追跡するこ
とができるので、非常に融通性がある。しかし、電位システムは、呼吸および心拍による
様々な組織インピーダンス変化を受けやすいので、電位システムの精度は低い。
【０００５】
　電磁位置特定の精度と、電位位置特定の融通性とを組み合わせるための試みは、これま
でのところ、個々のシステムの問題を克服するシステムを提供することができていない。
現在のハイブリッド位置感知システムは、電位位置特定によって位置特定された体積を、
体表面電極に対する単一の器具を用いた電磁位置特定によって位置特定された体積に対し
て較正し、その較正を使用して、共通の較正された体積内で他の器具を追跡することを狙
いとする。しかし、単一の器具によって計算される電位位置特定フィールドに対する電磁
位置特定フィールドのいかなる較正も、呼吸サイクルおよび心拍サイクルでの特定の点と
相関された特定の時点でしか有効でなく、または時間にわたる平均であり、これは、任意
の所与の単一の時点で特には正確でない。したがって、周期的にしか正確でない心電図同
期位置感知システムである。
【０００６】
　したがって、最小侵襲性心血管医療手術中に被験者の体内で医療器具を位置特定する改
良されたシステムおよび方法が必要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
発明の要約
　図面に示される本発明の例示的実施形態を以下にまとめる。これらおよび他の実施形態
は、「発明を実施するための形態」の項でより詳しく述べる。しかし、本項「発明の概要
」または「発明を実施するための形態」の項で述べる形態に本発明を限定する意図はない
ことを理解すべきである。特許請求の範囲で表される本発明の範囲および精神に入る多く
の変形形態、均等形態、および代替構成があることを当業者は理解することができよう。
【０００８】
　１つの例示的実施形態では、位置感知システムが、電磁場発生器と；被験者の心臓内に
導入されるように適合されたアンテナ基準器であって、少なくとも１つの電磁センサおよ
び少なくとも１つの電極を含むアンテナ基準器と；被験者の胸腔内に導入されるように適
合された少なくとも１つのロービング器であって、少なくとも１つの電極を含む少なくと
も１つのロービング器と；制御ユニットであって、少なくとも１つの電磁センサによって
感知される電磁場発生器からの電磁信号に基づいて、アンテナ基準器の位置座標を決定し
；アンテナ基準器の少なくとも１つの電極と、少なくとも１つのロービング器の少なくと
も１つの電極との電位差を測定し；決定されたアンテナ基準器の位置座標を使用して、測
定された電位差を較正して、少なくとも１つのロービング器の位置座標を決定するように
構成される制御ユニットとを含む。
【０００９】
　別の例示的実施形態は、医療器具の位置を感知するための方法であって、被験者の胸郭
領域に電磁場を印加するステップと；被験者の心臓内にアンテナ基準器を挿入するステッ
プであって、アンテナ基準器が、少なくとも１つの電磁センサおよび少なくとも１つの電
極を含む、ステップと；被験者の胸腔内に少なくとも１つのロービング器を挿入するステ
ップであって、少なくとも１つのロービング器が、少なくとも１つの電極を含む、ステッ
プと；少なくとも１つの電磁センサを使用した電磁場の感知に基づいて、アンテナ基準器
の位置座標を決定するステップと；アンテナ基準器の少なくとも１つの電極と、少なくと
も１つのロービング器の少なくとも１つの電極との電位差を測定するステップと；決定さ
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れたアンテナ基準器の位置座標を使用して、測定された電位差を較正して、少なくとも１
つのロービング器の位置座標を決定するステップとを含む方法である。
【００１０】
　これらおよび他の実施形態を、本明細書でさらに詳細に述べる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の例示的実施形態によるアンテナ基準器を示す図である。
【図２】本発明の例示的実施形態による位置感知システムを示す図である。
【図３】本発明の例示的実施形態による、位置感知システムで使用するための制御ユニッ
トの機能ブロック図である。
【図４ａ】本発明の例示的実施形態による、被験者の心臓に対して器具を追跡するための
ディスプレイを示す図である。
【図４ｂ】本発明の別の例示的実施形態による、被験者の心臓に対して器具を追跡するた
めのディスプレイを示す図である。
【図５】本発明の例示的実施形態による、ロービング器の位置を決定するための方法の流
れ図である。
【図６】本発明の別の例示的実施形態による、ロービング器の位置を決定するための方法
の流れ図である。
【図７】本発明のさらに別の例示的実施形態による、ロービング器の位置を表示するため
の方法の流れ図である。
【図８】本発明のさらに別の例示的実施形態による、ロービング器の位置を決定するため
の方法の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
発明の詳細な説明
　本発明の様々な例示的実施形態において、心血管手術中に患者の心血管系を通して医療
器具を操縦するために使用される位置感知システムが、アンテナ基準器を含み、このアン
テナ基準器は、患者の心臓内に挿入して、少なくとも２つの異なるシステムによって位置
特定することができる。アンテナ基準器は、医師が心臓内の安定した位置に挿入すること
ができ、手術の期間にわたってそこに留まり、安定した基準点を提供する。この基準点は
、医師が手術中に閲覧している画像が正確であることを保証する。アンテナ基準器は、電
磁システムによってその電磁センサを介して、および電位システムによってその電極を介
して位置特定することができる。アンテナ基準器の絶対位置は、アンテナ基準器に埋め込
まれた電磁場センサと、それを支援する電磁場位置特定システムとを使用して、制御ユニ
ットによって決定される。電磁システムは組織特性、患者の呼吸、または患者の心拍に依
存しないので、アンテナ基準器の絶対位置は正確である。さらに、疾病を診断して治療を
送達するために使用されるロービング器が含まれる。各ロービング器は、電位システムに
よる位置特定のための電極を含む。心血管疾病を診断して治療するために使用されている
現在の典型的な器具は既に電極を含んでおり、そのため、これらの器具は、既に市販され
ている広く利用されている器具と共に使用することができるので、非常にオープンアーキ
テクチャの（very open-architecture）システムとなっている。制御ユニットは、アンテ
ナ基準器にある電極と、対象のロービング器にある電極との電位差を測定することによっ
て、任意の１つのロービング器の位置を決定することができる。アンテナ基準器の位置は
既知であり安定しているので、制御ユニットは、ロービング器が位置する場所を決定する
ために測定値を較正することができる。それらの測定値に悪影響を及ぼす組織特性が最小
化されるので、電位測定を使用しても、ロービング器の位置は非常に正確である。ロービ
ング器とアンテナ基準器は同じ組織内にあるため、どちらの器具も同等の影響を受けるの
で組織特性を無視することができ、様々な例示的実施形態において、位置特定システムは
、２つの器具の間の差を分析する。
【００１３】
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　次に図面を参照する。図面中、同一または同様の要素は、複数の図を通して同一の参照
番号で表されている。特に図１を参照すると、この図は、本発明の例示的実施形態による
アンテナ基準器１００の遠位部分の概略図である。アンテナ基準器１００は、被験者の胸
郭に挿入されるように適合させることができ、少なくとも２つの位置感知システムに関連
付けられる任意の医療器具でよい。例えば、図１に示されるように、アンテナ基準器１０
０は、電流、電圧、またはインピーダンスを感知するための複数の電極１３０と、電磁場
を感知するための電磁センサ１２０とを含むことができる。アンテナ基準器１００は、特
定の実施形態に応じて、カテーテルシステム、ペースメーカリードシステム、埋め込み型
除細動器リードシステム、または任意の他の適切な医療デバイスを含むことができる。
【００１４】
　上述したように、アンテナ基準器１００は、いくつかの実施形態では、カテーテルシス
テムを含む。いくつかの実施形態では、カテーテルの太さは、５～７Ｆｒｅｎｃｈの範囲
内にある。図１に示されるように、アンテナ基準器１００の遠位端は丸まっていることが
あるが、これは必須ではない。いくつかの実施形態では、アンテナ基準器１００の遠位端
は固定され、他の実施形態では、アンテナ基準器１００の遠位端は、調節可能な偏向を有
する。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、遠位キャップ電極１１０は、金、白金、銀、または、電場を
感知するおよび／または電気エネルギーを印加するのに適した任意の他の材料である。遠
位キャップ電極１１０は、アンテナ基準器１００の遠位先端部、またはアンテナ基準器１
００の遠位端の先端部付近の任意の他の適切な位置に位置させることができる。いくつか
の実施形態では、アンテナ基準器１００は、遠位キャップ電極１１０を含まない。いくつ
かの実施形態では、遠位キャップ電極１１０の代わりに、アンテナ基準器１００は、限定
はしないがねじや永久埋め込み固定具を含む固定デバイスを有する一時または永久ペーシ
ングリードを含む。より永久的なリードデバイスを使用する１つの利益は、フォローアッ
プ手術中に、医師が、既に埋め込まれているリードに接続することができ、このリードが
、アンテナ基準器１００に関する既知の位置を提供することである。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、複数の電極１３０は、金、白金、銀、または、電場を感知す
るのに適した任意の他の材料から形成される。図１には４つの電極１３０が示されている
が、アンテナ基準器１００は、任意の数の電極１３０を含むことができる。電極１３０の
数に関する典型的な範囲は１～２１個であるが、いくつかの実施形態では、２０個を超え
る電極を使用することができる。特定の実施形態に応じて、複数の電極１３０は、カテー
テルに沿って等間隔で配置することも、不等間隔で配置することもできる。
【００１７】
　電磁センサ１２０は、図１に示されるように単一のコイルでよく、または複数のコイル
を含んでいてもよい。電磁センサ１２０は、銅、白金、金、銀、または、電場を感知する
のに適した任意の他の金属から形成することができる。
【００１８】
　使用時、アンテナ基準器１００は、被験者の心臓内に挿入することができる。挿入点は
、鼠蹊部領域での大腿動脈、または被験者に対する心血管手術のための任意の適切な挿入
点でよい。アンテナ基準器１００が心臓内に挿入されると、いくつかの実施形態では、電
磁センサ１２０が、被験者の胸郭領域に印加される電磁場を感知する。電気エネルギーが
被験者の胸郭領域に印加されるときには、複数の電極１３０が、電流、電圧、またはイン
ピーダンスを測定することができる。
【００１９】
　図２は、本発明の例示的実施形態による位置感知システム２００の図である。図２は、
被験者２１０と、電磁場発生器２２０と、電磁場２３０と、モニタ２４０と、制御ユニッ
ト２５０と、コネクタブレークアウトボックス２６０と、ガイドハンドル２７０と、電位
場パッド２８０と、ロービング器２９０と、アンテナ基準器１００とを示す。いくつかの
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実施形態では、位置感知システム２００は、心臓カテーテル室、または他の医療器具、デ
バイス、およびシステムが存在するおよび／または使用されることがある手術室で使用さ
れる。
【００２０】
　被験者２１０は、ヒト、動物、または心臓を有する任意の他の適切な被験体を含むこと
がある。
【００２１】
　電磁場発生器２２０は、電磁場２３０を放出する。いくつかの実施形態では、電磁場発
生器２２０は、被験者２１０の近くに位置合わせされ、それにより、電磁場発生器２２０
から放出された電磁場２３０が、被験者２１０の胸郭領域を包み込む。
【００２２】
　図２に示されるように、いくつかの実施形態では、モニタ２４０は、被験者２１０の心
臓が拍動しているときの心臓のグラフィカル表現を表示する。モニタ２４０は、ロービン
グ器２９０およびアンテナ基準器１００が被験者２１０の体内で被験者の心臓に対して位
置される場所を表示することができる。モニタ２４０は、心臓が拍動しているときに（動
的に）、または静的に被験者の心臓を表示するように構成することも、被験者の心臓を全
く示さないように構成することもできる。モニタ２４０は、アンテナ基準器１００を、単
独で、被験者の心臓に対して、１つまたは複数のロービング器２９０に対して、または被
験者の心臓と１つまたは複数のロービング器２９０との両方に対して表示するように構成
することができ、あるいは表示しないように構成することもできる。モニタ２４０は、ロ
ービング器２９０を、単独で、被験者の心臓に対して、アンテナ基準器１００に対して、
他のロービング器２９０に対して、被験者の心臓に対して、および／または１つまたは複
数の他のロービング器２９０および／またはアンテナ基準器１００に対して表示するよう
に構成することができ、あるいは表示しないように構成することもできる。いくつかの実
施形態では、位置感知システム２００は複数のロービング器２９０を含み、ロービング器
２９０も、上述した任意の組合せでモニタ２４０に表示することができる。
【００２３】
　モニタ２４０は、静止画像または動画像を表示するための任意の適切なモニタでよい。
いくつかの実施形態では、位置感知システム２００は、モニタ２４０を含まないことがあ
る。他の実施形態では、位置感知システム２００は、複数のモニタ２４０を含むことがで
きる。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、モニタ２４０はタッチスクリーンでよく、それにより、モニ
タ２４０は、画面に表示された選択肢を介して入力を受信することができ、操作者が望み
の表示構成を選択できるようにする。
【００２５】
　図２に示されるように、制御ユニット２５０は、モニタ２４０およびコネクタブレーク
アウトボックス２６０に接続することができる。制御ユニット２５０については、図３に
関連して以下により詳細に述べる。
【００２６】
　図２に示されるように、いくつかの実施形態では、コネクタブレークアウトボックス２
６０は、制御ユニット２５０、電磁場発生器２２０、電位場パッド２８０、ロービング器
２９０、およびアンテナ基準器１００に接続される。他の実施形態では、コネクタブレー
クアウトボックス２６０は、手術に使用される他のデバイスおよび器具に接続することも
できる。例えば、コネクタブレークアウトボックス２６０は、ＲＦ発生器、超音波撮像デ
バイス、食道温度プローブ、心電図記録デバイス、Ｘ線デバイス、コンピュータ断層撮影
（「ＣＴ」）デバイス、磁気共鳴撮像（「ＭＲＩ」）デバイス、ポジトロン放出断層撮影
（「ＰＥＴ」）デバイス、光コヒーレンス断層撮影（「ＯＣＴ」）デバイス、および／ま
たは手術に使用される任意の他のデバイスに接続することができる。
【００２７】
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　図２に示されるように、アンテナ基準器１００は、遠位端が被験者２１０の動脈系を通
って心臓内に移動することができ、一方、ナビゲーションハンドル２７０は、被験者２１
０の体外に留まるデバイスでよい。医師は、ナビゲーションハンドル２７０を使用して、
アンテナ基準器１００の遠位端を被験者２１０の体内の所望の位置に案内することができ
る。いくつかの実施形態では、アンテナ基準器１００の有効長さは、典型的には６５～１
１０センチメートルであるが、他の実施形態では、アンテナ基準器１００は、１１０セン
チメートルよりも長くても、６５センチメートル未満でもよい。図１に示されるように、
アンテナ基準器１００は、１つまたは複数の電磁センサ１２０および１つまたは複数の電
極１３０など、複数のセンサを有することができる。
【００２８】
　図２に示されるように、ロービング器２９０は、ナビゲーションハンドル２７０を含む
こともでき、ナビゲーションハンドル２７０は、被験者２１０の体外に留まることができ
る。医師は、ナビゲーションハンドル２７０を使用して、ロービング器２９０の遠位端を
被験者２１０の体内の所望の位置に案内することができる。ロービング器２９０は、被験
者２１０の体内の電流、電圧、またはインピーダンスを感知するための少なくとも１つの
電極を含むことができる。図２にはただ１つのロービング器２９０が示されているが、い
くつかの実施形態では、複数のロービング器２９０が使用されることもある。
【００２９】
　電位場パッド２８０は、被験者２１０の体表面に配置することができる。図２は、５つ
の電位場パッド２８０を示すが、５つよりも多くても少なくてもよい。電位場パッド２８
０は、被験者２１０を通る電流を発生し、この電流が電場を発生し、これらの電場を、ア
ンテナ基準器１００にある電極１３０およびロービング器２９０にある電極によって感知
することができる。電位場パッド２８０は、発生される電場が被験者２１０の胸郭領域を
包み込むように被験者２１０に配置することができる。例えば、電位場パッド２８０は、
被験者２１０を通る電流を、右の腋窩から左の腋窩、首から鼠蹊部、および前側から後側
に送ることができ、それにより、被験者２１０を通って流れる電流の有効なＸ、Ｙ、Ｚ座
標系が得られる。
【００３０】
　使用時、一実施形態によれば、制御ユニット２５０は、コネクタブレークアウトボック
ス２６０を介して、被験者２１０の胸郭領域を包み込む電磁場２３０を発生するように電
磁場発生器２２０に命令する。上述したように、制御ユニット２５０は、被験者２１０の
胸郭領域を通る電流を発生するように電位場パッド２８０に命令することができる。
【００３１】
　アンテナ基準器１００内の電磁センサ１２０は、電磁場２３０を感知することができ、
電磁場センサ１２０は、コネクタブレークアウトボックス２６０を介して制御ユニット２
５０に信号を送信することができる。制御ユニット２５０は、アンテナ基準器１００内の
電磁センサ１２０からの信号に基づいて、アンテナ基準器１００の位置座標を決定するこ
とができる。電磁位置特定システムから取得される測定値は、ミリメートルの単位で取得
することができる。いくつかの実施形態では、３次元最小および最大位置を計算して記録
することもできる。アンテナ基準器１００は安定した位置にある（多くの場合には冠状静
脈洞内だが、卵円窩、高位右房、右室心突部、または任意の他の安定した位置にアンテナ
基準器１００を位置させることもできる）が、被験者の血流、心拍、および呼吸により、
アンテナ基準器１００のいくらかの移動は正常なものである。最小および最大しきい値は
任意の数値でよいが、この移動は、典型的には１センチメートルを超えない。
【００３２】
　アンテナ基準器１００内の電極１３０は、電位場パッド２８０によって発生されたイン
ピーダンス、電圧、および／または電流を測定することができる。電極１３０は、電気イ
ンピーダンスおよび／または電位値を、コネクタブレークアウトボックス２６０を介して
制御ユニット２５０に送信することができる。制御ユニット２５０は、電気インピーダン
スおよび／または電位値に基づいて、アンテナ基準器１００の位置座標を決定することが
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できる。いくつかの実施形態では、制御ユニット２５０は、電位を使用して、アンテナ基
準器１００の絶対位置座標を決定する。
【００３３】
　ロービング器２９０内の電極は、電位場パッド２８０によって発生されるインピーダン
ス、電圧、および／または電流を測定するために使用される。これらの電極により、制御
ユニット２５０は、コネクタブレークアウトボックス２６０を介して、測定された電気イ
ンピーダンスおよび／または電位に関する値を決定できる。いくつかの実施形態では、制
御ユニット２５０は、アンテナ基準器１００で測定された電位および／または電気インピ
ーダンスと、ロービング器２９０で測定された電位および／または電気インピーダンスと
の差を測定する。測定された差に基づいて、制御ユニット２５０は、決定されたアンテナ
基準器１００の位置座標を使用して、測定された差を較正し、ロービング器２９０の位置
座標を決定することができる。
【００３４】
　制御ユニット２５０は、アンテナ基準器１００およびロービング器２９０に関する位置
座標を、モニタ２４０に表示される画像に変換することできる。
【００３５】
　図３は、本発明の例示的実施形態によるコンピュータ化された制御ユニット２５０の機
能ブロック図である。図３では、ＣＰＵ３３０およびＧＰＵ３２０は、データバス３７０
を介して、相互に通信し、また、Ｉ／Ｏモジュール３４０、記憶デバイス３１０、電位場
発生器３５０、電磁制御ユニット３６０、およびメモリ３８０と通信する。図３はただ１
つのＣＰＵを示すが、いくつかの実施形態では、複数のＣＰＵ、マルチコアＣＰＵ、また
は複数のマルチコアＣＰＵが存在することもある。同様に、図３にはただ１つのＧＰＵが
示されているが、いくつかの実施形態では、複数のＧＰＵ、マルチコアＧＰＵ、または複
数のマルチコアＧＰＵが存在することもある。いくつかの実施形態では、ＣＰＵ３３０お
よびＧＰＵ３２０は、命令を並列に処理するように構成することができる。
【００３６】
　記憶デバイス３１０は、例えば、ハードディスクドライブ、記憶アレイ、ネットワーク
アッタチストレージ、テープベースの記憶装置、光学記憶装置、フラッシュメモリベース
の記憶装置、またはコンピュータシステムで使用するための任意の他の適切な記憶デバイ
スを含むことができる。図３はただ１つの記憶デバイス３１０を示すが、いくつかの実施
形態では、複数の記憶デバイスが存在することもある。
【００３７】
　入出力モジュール３４０は、制御ユニット２５０と通信する外部デバイスとの通信を容
易にする。例えば、入出力モジュール３４０は、モニタ２４０またはコネクタブレークア
ウトボックス２６０との通信を容易にすることができる。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、電位場発生器３５０は、電位場パッド２８０を制御する制御
ユニット２５０内のモジュールである。例えば、電位場発生器３５０は、電位場パッド２
８０の間で被験者を通って流れる電流を制御することができ、この電流は、被験者２１０
の体内で電位場を発生する。例示的実施形態では、電位場発生器３５０は、３つの別個の
信号を生成することができ、これらの信号は、周波数、位相、または時間など何らかの特
性によって区別可能であり、それにより、感知電極の位置座標を決定するためにＸ、Ｙ、
およびＺ信号を分解することができる。
【００３９】
　電磁制御ユニット３６０は、電磁場発生器２２０を制御する制御ユニット２５０内のモ
ジュールでよい。電磁制御ユニット３６０は、電磁場２３０の強度を制御し、電磁場発生
器２２０のオンオフを切り替えることができる。
【００４０】
　メモリ３８０は、限定はしないが、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、読み出し
専用メモリ（「ＲＯＭ」）、またはフラッシュメモリを含むことがある。図３はただ１つ
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のメモリを示すが、いくつかの実施形態では、いくつかのタイプの組合せを含む複数のメ
モリデバイスが使用されることもある。一実施形態では、図３に示されるように、メモリ
３８０は、機能モジュールとして概念化された実行可能プログラム命令を含み、機能モジ
ュールは、電磁位置特定モジュール３８２と、電位／電気インピーダンス位置特定モジュ
ール３８４と、データ記憶モジュール３８６と、移動感知モジュール３８８と、較正モジ
ュール３９０と、インターフェースＡＰＩ３９２と、画像レンダリングモジュール３９４
とを含む。他の実施形態では、プログラム命令は、より多数またはより少数のモジュール
に分割されることがあり、モジュール間の機能的境界は、図３に示されるものとは異なる
ことがある。
【００４１】
　電磁位置特定モジュール３８２は、電磁センサ１２０を含むアンテナ基準器１００を含
む器具の位置座標を決定する。いくつかの実施形態では、電磁位置特定モジュール３８２
は、電磁センサ１２０からの信号をＸ、Ｙ、およびＺ位置座標に変換する。
【００４２】
　電位／電気インピーダンス位置特定モジュール３８４は、１つまたは複数の電極１３０
を含むアンテナ基準器１００およびロービング器２９０を含む器具の位置座標を決定する
。いくつかの実施形態では、電位／電気インピーダンス位置特定モジュール３８４は、電
極１３０からの信号を、Ｘ、Ｙ、およびＺ位置座標に変換する。
【００４３】
　データ記憶モジュール３８６は、データの記憶を制御し、データは、限定はしないが、
上述したように入出力モジュール３４０が通信する多くのデバイスからの位置座標または
画像およびデータを含む。
【００４４】
　移動感知モジュール３８８は、上述した所定のしきい値を超えるアンテナ基準器１００
の移動を認識する。いくつかの実施形態では、アンテナ基準器１００が移動した場合、医
師は、視覚的または聴覚的警告によって通知されることがある。医師は、アンテナ基準器
１００を移動させて、所定のしきい値内の安定した位置に戻すことができる。いくつかの
実施形態では、アンテナ基準器１００の新たな位置を使用することができ、オフセットを
適用して、記憶されている画像およびデータを再較正し、アンテナ基準器１００およびロ
ービング器２９０の位置を正確に表示することができる。
【００４５】
　較正モジュール３９０は、アンテナ基準器１００とロービング器２９０との間の測定さ
れた電位または電気インピーダンスの差を較正する。較正モジュール３９０で、様々な数
学的処理が行われる。いくつかの実施形態では、各直交（前後、上下、および左右）軸に
電圧値を取った３空間座標系を作成することができる。例えば、電位場パッド２８０は、
被験者２１０を通る電流を、右の腋窩から左の腋窩、首から鼠蹊部、および前側から後側
に送ることができ、それにより、被験者２１０を通って流れる電流の有効なＸ、Ｙ、Ｚ座
標系が得られる。各軸は、異なる搬送周波数を有することができる。一実施形態では、Ｘ
軸周波数は３０ｋＨｚであり、Ｙ軸周波数は３１ｋＨｚであり、Ｚ軸周波数は３２ｋＨｚ
であるが、他の搬送周波数を使用することもできる。ロービング器２９０にある電極とア
ンテナ基準器１００にある電極１３０との間の差として、合成電圧を測定することができ
る。Ｘ、Ｙ、Ｚ座標系に対応する個別のＸ、Ｙ、およびＺ電圧測定値を抽出するために、
合成電圧に対してフーリエ変換を行うことができる。これらの実時間Ｘ、Ｙ、およびＺ電
圧測定値をメモリバッファに置き、様々な期間にわたって平均化してシステム内の固有ノ
イズを平滑化し、操作者の触覚的嗜好に応じて様々な感度レベルのロービング器運動を操
作者に提供することができる。
【００４６】
　同様に、いくつかの実施形態では、ロービング器２９０にある電極とアンテナ基準器１
００にある電極１３０との間で、電気インピーダンスの差が測定される。電位場パッド２
８０によって生成されるＸ、Ｙ、Ｚ座標系に対応する個別のＸ、Ｙ、およびＺインピーダ
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ンス測定値を抽出するために、合成インピーダンスに対してフーリエ変換を行うことがで
きる。バッファリングおよび平滑化計算を行って、雑音除去および様々なレベルのロービ
ング器運動フィードバックを保証することができる。
【００４７】
　インターフェースＡＰＩ３９２は、制御ユニット２５０と他のデバイスとのインターフ
ェースを提供し、そのようなデバイスは、限定はしないが、Ｘ線デバイス、ＲＦ発生器、
超音波撮像デバイス、食道温度プローブ、心電図記録デバイス、コンピュータ断層撮影（
「ＣＴ」）デバイス、磁気共鳴撮像（「ＭＲＩ」）デバイス、ポジトロン放出断層撮影（
「ＰＥＴ」）デバイス、光コヒーレンス断層撮影（「ＯＣＴ」）デバイス、および／また
は心血管手術に使用される任意の他のデバイスを含む。
【００４８】
　図４ａは、本発明の例示的実施形態によるモニタ２４０の図である。モニタ２４０は、
アンテナ基準器１００と、被験者の心臓４０５と、ロービング器２９０とのレンダリング
された画像を含む。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、モニタ２４０は、心臓を動的に表示することができ、それに
より、被験者の心臓４０５は、実質的に被験者の真の心拍に合わせて、拍動しているもの
としてモニタ２４０上に表示される。また、モニタ２４０は、医師がロービング器２９０
を移動させるときに、実質的にリアルタイムでロービング器２９０の移動を表示すること
もできる。また、アンテナ基準器１００のレンダリングされた画像も、実質的にリアルタ
イムで示される。
【００５０】
　上述したように、モニタ２４０は、限定はしないが、ＣＲＴ、タッチスクリーン、ＬＣ
Ｄ、プラズマ、またはＬＥＤディスプレイを含む、コンピュータシステムと共に使用する
ための任意の適切なディスプレイモニタでよい。
【００５１】
　図４ｂは、別の例示的実施形態によるモニタ４５０の図である。この実施形態では、表
示される画像は、心臓ディスプレイ４５５内に被験者の心臓を含むだけでなく、ＥＣＧデ
ータディスプレイ４６０、Ｘ線ディスプレイ４６５、アブレーションデータディスプレイ
４７０、超音波ディスプレイ４７５、食道データディスプレイ４８０、および他の患者デ
ータディスプレイ４８５も含む。
【００５２】
　一実施形態では、上述したデータディスプレイは全て、制御ユニット２５０によって更
新される。例えば、制御ユニット２５０が、インターフェースＡＰＩ３９２を介して超音
波撮像デバイスなどの外部デバイスと通信し、更新された撮像情報を受信するとき、ＧＰ
Ｕ３２０は、画像をレンダリングして、レンダリングされた画像を、入出力モジュール３
４０を介してモニタ４５０上の超音波データディスプレイ４７５に送信する。
【００５３】
　図５は、本発明の例示的実施形態による、ロービング器２９０の位置座標を決定するた
めの方法の流れ図である。ステップ５２０で、被験者の胸郭に電磁場２３０が印加される
。いくつかの実施形態では、制御ユニット２５０内の電磁制御ユニット３６０が、電磁場
発生器２２０に信号を送信し、この信号により、電磁場発生器２２０が電磁場２３０を放
出する。
【００５４】
　ステップ５３０で、被験者の心臓内にアンテナ基準器１００が挿入される。いくつかの
実施形態では、挿入点は、被験者の鼠蹊部領域での大腿動脈である。そこから、アンテナ
基準器１００が、血管構造を通して被験者の心臓に案内される。
【００５５】
　ステップ５４０で、被験者の胸腔内にロービング器２９０が挿入される。いくつかの実
施形態では、挿入点は、アンテナ基準器１００のための挿入点と同じである。しかし、挿
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入点は、被験者の胸腔への到達を可能にする任意の適切な挿入点を含むことができる。
【００５６】
　ステップ５５０で、アンテナ基準器１００の位置座標は、電磁場２３０の感知に基づい
て決定される。いくつかの実施形態では、アンテナ基準器１００内の電磁センサ１２０が
、ステップ５２０で胸郭領域に印加された電磁場２３０を検出する。電磁センサ１２０は
、制御ユニット２５０に信号を伝達する。電磁位置特定モジュール３８２が、信号を解釈
し、その信号をアンテナ基準器１００の位置座標に変換する。
【００５７】
　ステップ５６０で、アンテナ基準器１００とロービング器２９０の電位差および／また
は電気インピーダンス差が測定される。アンテナ基準器１００内の電極１３０およびロー
ビング器２９０内の電極が、それぞれ、制御ユニット２５０に信号を伝達する。電位／電
気インピーダンス位置特定モジュール３８４が、信号を解釈し、電位差および／または電
気インピーダンス差を測定する。
【００５８】
　ステップ５７０で、決定されたアンテナ基準器１００の位置座標を使用して、アンテナ
基準器１００とロービング器２９０の間の電位差または電気インピーダンス差を較正する
ことによって、ロービング器２９０の位置座標が決定される。較正モジュール３９０は、
ステップ５５０で決定されたアンテナ基準器１００の位置座標と、ステップ５６０で測定
された、測定された電位差および／または電気インピーダンス差とを使用して差を較正し
、ロービング器２９０の位置座標を決定する。
【００５９】
　図６は、本発明の例示的実施形態による、ロービング器２９０の位置座標を決定するた
めの方法の流れ図である。図５に関して論じた実施形態と同様に、ブロック５２０～５７
０が行われる。いくつかの実施形態では、ステップ６２０で、ブロック５５０と並行して
、アンテナ基準器１００のさらなる位置座標が決定される。これは、アンテナ基準器１０
０の冗長絶対位置追跡を提供することができる。ステップ６２０で、アンテナ基準器１０
０内の電極１３０が、制御ユニット２５０に信号を伝達する。電位／電気インピーダンス
位置特定モジュール３８４が、信号を解釈し、その信号をアンテナ基準器１００の位置座
標に変換する。
【００６０】
　図７は、本発明の例示的実施形態による、位置特定された器具の動画像を表示するため
の方法の流れ図である。図５または図６でのブロック５７０から始めて、ステップ７１０
で、心収縮期から心拡張期にわたる心臓の複数の画像がメモリに記憶される。画像は、制
御ユニット２５０と通信する任意の外部デバイスから取り込むことができる。例えば、画
像は、超音波撮像デバイス、Ｘ線デバイス、ＭＲＩデバイス、および／または任意の他の
撮像デバイスから取り込むことができる。制御ユニット２５０によって取り込まれると、
データ記憶モジュール３８６が、ストレージデバイス３１０に画像を記憶する。
【００６１】
　ステップ７２０で、心臓の動画像が、被験者の拍動する心臓に対して実質的にリアルタ
イムで表示されるように、被験者の心時相（heart's phase）に対応してモニタ（２４０
、４５０）上に表示される。画像レンダリングモジュール３９４は、モニタ（２４０、４
５０）に表示するためにＧＰＵ３２０を利用して画像をレンダリングし、ＥＣＧデータな
ど心時相を示すデータを提供する外部デバイスからの入力を利用することによって心時相
に対して実質的にリアルタイムで生じるように表示を相関させる。
【００６２】
　この実施形態では、ステップ７３０で、ロービング器の画像もモニタ（２４０、４５０
）上にレンダリングされる。画像レンダリングモジュール３９４は、モニタ（２４０、４
５０）に表示するためにＧＰＵ３２０を利用して画像をレンダリングし、ロービング器２
９０が移動するときに実質的にリアルタイムで生じるように表示を相関させる。
【００６３】
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　図８は、例示的実施形態による、アンテナ基準器１００が所定のしきい値外に移動した
場合にディスプレイを補正するための方法の流れ図である。この実施形態では、ブロック
５２０、５３０、５４０、５５０、５６０、および５７０は、図５および図６と同じであ
る。ステップ８２０で、較正後の測定された電位差および／または電気インピーダンス差
が、以前に記録されたロービング器２９０の位置座標に適用される。較正モジュール３９
０は、以前に記録されたロービング器２９０の位置座標をチェックして較正を適用するこ
とができ、それにより、ロービング器２９０の画像がレンダリングされるとき、アンテナ
基準器１００を基準として位置座標が適切に較正されるので、画像が適切な位置に現れる
。
【００６４】
　ステップ８３０で、アンテナ基準器１００が所定のしきい値外に移動したかどうか判断
決定するためにアンテナ基準器１００の位置がチェックされる。アンテナ基準器１００が
十分に移動した場合、方法は、ブロック５５０に戻り、アンテナ基準器１００内の電磁セ
ンサ１２０による電磁場２３０の感知に基づいて、アンテナ基準器１００の新たな位置座
標を決定する。いくつかの実施形態では、アンテナ基準器１００の位置は、電磁位置決め
技法と電位位置決め技法の両方を使用して冗長的に追跡される。上述したように、被験者
の心臓の拍動および被験者の呼吸がアンテナ基準器１００を約１センチメートル移動させ
、これは正常とみなされるので、所定のしきい値を選択することができる。しかし、アン
テナ基準器１００がその実質的に安定した位置からずれた場合、レンダリングされたロー
ビング器２９０の画像は、再較正しなければ、もはや正確でない。アンテナ基準器１００
が移動した後、オフセットを適用して、全ての画像を新たなアンテナ基準器１００の位置
に較正することができ、モニタ（２４０、４５０）上に表示されるときに全ての位置デー
タが正確になる。このようにして、手術中のアンテナ基準器１００の位置のずれを補償す
ることができる。
【００６５】
　様々な実施形態を上述してきたが、限定ではなく単に例としてそれらが提示されている
ことを理解すべきである。上述した方法および／または流れ図は、特定の順序で行われる
特定の事象および／またはフローパターンを示すが、特定の事象および／またはフローパ
ターンの順序が変更されてもよい。いくつかの実施形態を特に図示して説明してきたが、
形態および詳細に様々な変更を施すことができることを理解されたい。
【００６６】
　例えば、いくつかの実施形態では、複数のロービング器が使用されることがある。それ
らの実施形態では、各ロービング器の位置を決定するために複数の測定ステップを行うこ
とができる。それらの測定ステップは並行して行うことができるが、実施形態によっては
並行して行う必要はない。
【００６７】
　特定の特徴および／または構成要素の組合せを有するものとして様々な実施形態を述べ
てきたが、上で論じた任意の実施形態からの任意の特徴および／または構成要素の組合せ
を有する他の実施形態も可能である。例えば、本開示を通して、電磁位置特定法と電位ま
たは電気インピーダンス位置特定法を使用したが、それらのシステムの任意の組合せを使
用することもできる。さらに、他のタイプの位置特定システムを使用することもできる。
【００６８】
　結論として、本発明は、とりわけ、心血管医療手術中に被験者の体内の医療器具を位置
特定するためのシステムおよび方法を提供する。本明細書で述べる実施形態によって実現
されるのと同じ結果を実質的に実現するために、本発明、その用途、およびその構成に多
くの変形および置換を施すことができることを当業者は理解できよう。したがって、本明
細書で開示する例示的形態に本発明を限定する意図はない。多くの変形形態、修正形態、
および代替構成が、特許請求の範囲に表される本明細書で開示する発明の範囲および精神
に入る。
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