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(57)【要約】
　心臓活性化波面の局所伝導速度は、多電極カテーテル
を使用して、各々が位置データと局所活性化時間（「Ｌ
ＡＴ」）データの両方を含む複数の電気生理学的（「Ｅ
Ｐ」）データポイントを収集することによって計算され
てもよい。任意のＥＰデータポイントに対して、選択さ
れたＥＰデータポイントと少なくとも２つの追加のＥＰ
データポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍が、
画定されてもよい。その後、位置平面及びＬＡＴ平面が
、近傍内のＥＰデータポイントの位置とＬＡＴをそれぞ
れ使用して、画定されてもよい。伝導速度は、位置平面
及びＬＡＴ平面の交差部から計算されてもよい。結果と
して得られる複数の伝導速度は、例えば、三次元の心臓
モデル上で、均一なグリッド内に配置されるベクトルア
イコンを表示することによって、グラフィック表示（例
えば、電気生理学マップ）として出力されてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓活性化波面の局所伝導速度を計算する方法であって、
　多電極カテーテルを使用して複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイントを収集す
るステップであって、前記複数のＥＰデータポイントの各々のＥＰデータポイントは、位
置データと局所活性化時間（「ＬＡＴ」）データを含む、ステップと、
　前記複数のＥＰデータポイントから、ＥＰデータポイントを選択するステップと、
　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくとも
２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定するステップ
と、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップと、
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交
差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度を計算するステップと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記複数のＥＰデータポイントから、ＥＰデータポイントを選択するステップと、
　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくとも
２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定するステップ
と、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップと、
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交
差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度を計算するステップと、
　を複数回繰り返すステップをさらに備え、これによって複数の伝導速度を計算する、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の伝導速度の三次元グラフィック表示を出力するステップをさらに備える、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の伝導速度の前記三次元グラフィック表示は、心臓の少なくとも一部の三次元
モデル上で、均一なグリッド内に配置される複数の伝導速度ベクトルアイコンを含む、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のＥＰデータポイントに対するＬＡＴは、安定した基準電極における活性化に
対して計算される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のＥＰデータポイントに対するＬＡＴは、前記多電極カテーテルによって携行
される電極における活性化に対して計算される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対
する伝導速度を計算するステップは、
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する複数の伝導速度成分を計算するステップで
あって、前記複数の伝導速度成分の各々は、時間区間の複数の活性化ウィンドウのうち１
つの活性化ウィンドウ中の伝導速度に対応する、ステップと、
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
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間を通しての合成伝導速度を計算するステップと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する複数の伝導速度成分を計算するステップは
、
　前記多電極カテーテルによって携行される電極を基準電極として選択するステップであ
って、前記基準電極は、関連する基準電気生理学的信号を有する、ステップと、
　基準生理学的信号内で、複数の活性化を検出するステップと、
　複数の活性化ウィンドウを検出するステップであって、前記複数の活性化ウィンドウの
各々が、検出された複数の活性化のうちの１つを含む、ステップと、
　前記複数の活性化ウィンドウの各々に対して、
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記位置平面と前記ＬＡＴ平面を画定する
ステップと、
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の前記交差
部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度成分を計算するステップと
、を備え、
　その結果、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記複数の伝導速度成分を計算
する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記多電極カテーテルによって携行される電極を基準電極として選択するステップは、
前記時間区間内で最大数の活性化を有する、前記多電極カテーテルによって携行される電
極を前記基準電極として選択するステップを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
間を通しての合成伝導速度を計算するステップは、前記複数の伝導速度成分の平均を計算
するステップを備える、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
間を通しての合成伝導速度を計算するステップは、前記複数の伝導速度成分から、主要な
伝導速度を決定するステップを備える、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度一致指数を計算するステップをさ
らに備え、
　前記伝導速度一致指数は、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記伝導速度成
分の方向の一貫性度合いを示す、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　前記伝導速度一致指数は、前記合成伝導速度の絶対値の大きさと前記伝導速度成分の平
均絶対値の大きさの比を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記伝導速度一致指数は、前記合成伝導速度の絶対値の大きさと前記伝導速度成分の平
均の絶対値の大きさの比を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記伝導速度一致指数は、前記伝導速度成分と前記合成伝導速度の正規化された平均ド
ット積を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記伝導速度一致指数は、重み係数を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップは、前記ＥＰデータポイントの近傍内における前記ＥＰデータポイ
ントの位置の最小二乗適合から、前記位置平面を画定することを備える、請求項１に記載
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の方法。
【請求項１８】
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップは、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの各々に対して、疑似ＥＰ
データポイントを画定するステップであって、各疑似ＥＰデータポイントに対する座標の
セットは、前記位置平面内の対応するＥＰデータポイントの位置と対応するデータポイン
トに対するＬＡＴによって与えられる、ステップと、
　前記疑似ＥＰデータポイントの位置の最小二乗適合から、前記ＬＡＴ平面を画定するス
テップと、を備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　心臓活性化波面の局所伝導速度を計算するためのシステムであって、
　多電極カテーテルを使用して収集される複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイン
トを入力として受信するように構成される伝導速度プロセッサであって、前記複数のＥＰ
データポイントの各々のＥＰデータポイントは、位置と局所活性化時間（「ＬＡＴ」）を
有しており、前記複数のＥＰデータポイントのうち選択されたＥＰデータポイントに対し
て、
　　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくと
も２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定し、
　　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置
平面を画定し、
　　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、Ｌ
ＡＴ平面を画定し、
　　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の
交差部から、伝導速度を計算するように構成される、前記伝導速度プロセッサと、
　前記伝導速度プロセッサによって計算された複数の伝導速度の三次元グラフィック表示
を生成するように構成されるマッピングプロセッサと、
を備える、システム。
【請求項２０】
　複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイントから、心臓活性化波面の局所伝導速度
を計算する方法であって、
　複数のＥＰデータポイントから、ＥＰデータポイントを選択するステップと、
　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくとも
２つの追加のＥＰデータ点とを含むＥＰデータポイントの近傍を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップと、
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交
差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対して伝導速度を計算するステップと、
を備える、方法。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年１０月１５日に出願された米国仮出願第６２／０６３，９８７号
の利益を主張し、該出願をその全体が本明細書に記述されるものとして参照により本明細
書に組み込む。
【０００２】
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　本開示は、心臓の診断及び治療処置において実行され得るような電気生理学的マッピン
グに関する。特に、本開示は、電気生理学的なプローブ（例えば、接触型または非接触型
のマッピングカテーテル）によって収集されたデータから局所伝導速度を計算するための
システム、装置、及び方法に関する。
【０００３】
　不整脈の維持メカニズムの２つの主力の仮説は、単一源集中と回旋運動のリエントリー
である。両メカニズムの研究と不整脈を持続させる伝導回路の特定のために、不整脈中の
活性化方向及び活性化速度の両方をマッピングすることが望ましい。
【０００４】
　心臓活性化波面の伝播をマッピングするために、局所活性化時間（「ＬＡＴ」）に基づ
く等時線マップを用いることが知られている。しかしながら、そのようなマップを作成す
るためには、通常は安定した心臓検出である共通の活性化時間基準が存在しなければなら
ない。それゆえ、ＬＡＴの等時線マップは、一般的に、心臓起因性マップに限定される。
【発明の概要】
【０００５】
　本開示は、心臓活性化波面の局所伝導速度を計算する方法であって、多電極カテーテル
を使用して複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイントを収集するステップであって
、複数のＥＰデータポイントの各々のＥＰデータポイントは位置データ及び局所活性化時
間（「ＬＡＴ」）データを含んでいる、ステップと、複数のＥＰデータポイントからＥＰ
データポイントを選択するステップと、選択されたＥＰデータポイントと、複数のＥＰデ
ータポイントからの少なくとも２つの追加のＥＰデータポイントと、を含むＥＰデータポ
イントの近傍を画定するステップと、ＥＰデータポイントの近傍内のＥＰデータポイント
の位置を使用して位置平面を画定するステップと、ＥＰデータポイントの近傍内のＥＰデ
ータポイントのＬＡＴを使用してＬＡＴ平面を画定するステップと、位置平面とＬＡＴ平
面が交差する場合に、位置平面とＬＡＴ平面の交差部から、選択されたＥＰデータポイン
トの伝導速度を計算するステップと、を含む、方法である。これらのステップは、複数の
ＥＰデータポイントに対して繰り返されてもよく、その結果、複数の伝導速度が計算され
る。これらの複数の伝導速度は、その後、例えば、心臓の少なくとも一部の三次元モデル
上で均一なグリッド内に配置される複数の伝導速度ベクトルアイコンを使用して、３次元
のグラフィック表示として出力されてもよい。
【０００６】
　ある様態において、複数のＥＰデータポイントのＬＡＴは、安定した基準電極における
活性化に対して計算される。他の様態においては、それらは、多電極カテーテルによって
携行される電極における活性化に対して計算される。
【０００７】
　位置平面とＬＡＴ平面の交差部から、選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度
を計算するステップは、選択されたＥＰデータポイントの複数の伝導速度成分を計算する
ステップであって、複数の伝導速度成分の各々は、時間区間の複数の活性化ウィンドウの
うちの１つの活性化ウィンドウ中における伝導速度に対応する、ステップと、複数の伝導
速度成分から、選択されたＥＰデータポイントに対する時間区間を通しての合成伝導速度
を計算するステップと、を含んでもよい。次に、選択されたＥＰデータポイントに対する
複数の伝導速度成分を計算するステップは、多電極カテーテルに携行される電極を関連す
る基準電気生理学的信号を有する基準電極として選択するステップと、基準電気生理学的
信号内での複数の活性化を検出するステップと、複数の活性化ウィンドウを画定するステ
ップであって、複数の活性化ウィンドウのそれぞれが検出された複数の活性化うちの１つ
を含んでいる、ステップと、複数の活性化ウィンドウのそれぞれに対して、選択されたＥ
Ｐデータポイントに対する位置平面とＬＡＴ平面を画定するステップと、選択されたＥＰ
データポイントに対する位置平面とＬＡＴ平面の交差部から、選択されたＥＰデータポイ
ントに対する伝導速度成分を計算するステップと、を含んでもよく、その結果、選択され
たＥＰデータポイントに対する複数の伝導速度成分が計算されてもよい。
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【０００８】
　本開示の実施形態によると、基準電極として選択される多電極カテーテルによって携行
される電極は、基準電極として時間区間内で最大数の活性化を有する電極であってもよい
。
【０００９】
　時間区間を通しての合成伝導速度は、複数の伝導速度成分の平均として計算されてもよ
いと考えられる。あるいは、時間区間を通しての合成伝導速度は、複数の合成伝導速度か
ら選択、又は計算される主要な伝導速度であってもよい。
【００１０】
　他の実施形態では、選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度成分の方向の一貫
性度合いを示す伝導速度一致指数が計算されてもよい。伝導速度一致指数は、合成伝導速
度の絶対値の大きさと伝導速度成分の平均絶対値の大きさの比と、複合伝導速度の絶対値
の大きさと伝導速度成分の平均の絶対値の大きさの比と、伝導速度成分と複合伝導速度の
正規化された平均ドット積と、及び／又は重み係数と、を含んでもよい。重み係数は、有
効な伝導速度成分が計算された活性化ウィンドウ（例えば、位置平面とＬＡＴ平面が交差
した活性化ウィンドウ）の数から成ってもよい。
【００１１】
　位置平面は、ＥＰデータポイント近傍内のＥＰデータポイントの位置の最小二乗適合か
ら画定されてもよい。同様に、ＬＡＴ平面は、疑似ＥＰデータポイントの位置の最小二乗
適合から画定されてもよく、疑似ＥＰデータポイントの座標は、位置平面内の対応するデ
ータポイントの位置と対応するデータポイントのＬＡＴよって画定されてよい。
【００１２】
　また、本開示は、心臓活性化波面の局所伝導速度を計算するためのシステムであって、
多電極カテーテルを用いて収集される複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイントを
インプットとして受信するように構成される伝導速度プロセッサであって、複数のＥＰデ
ータポイントの各々のＥＰデータポイントが位置と局所活性化時間（ＬＡＴ）を有してお
り、伝導速度プロセッサは、複数のＥＰデータポイントのうち選択されたＥＰデータポイ
ントに対して、選択されたＥＰデータポイントと複数のＥＰデータポイントから少なくと
も２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定し、ＥＰデ
ータポイントの近傍内のＥＰデータポイントの位置を使用して位置平面を画定し、ＥＰデ
ータポイントの近傍内のＥＰデータポイントのＬＡＴを使用してＬＡＴ平面を画定し、位
置平面とＬＡＴ平面が交差する場合に、位置平面とＬＡＴ平面の交差部から伝導速度を計
算するように構成される伝導速度プロセッサと、伝導速度プロセッサによって計算された
複数の伝導速度の３次元グラフィック表示を生成するように構成されるマッピングプロセ
ッサと、を含むシステムである。
【００１３】
　さらに別の態様では、複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイントから心臓活性化
波面の局所伝導速度を計算する方法は、複数のＥＰデータポイントからＥＰデータポイン
トを選択するステップと、選択されたＥＰデータポイントと複数のＥＰデータポイントか
ら少なくとも２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定
するステップと、ＥＰデータポイントの近傍内のＥＰデータポイントの位置を使用して位
置平面を画定するステップと、ＥＰデータポイントの近傍内のＥＰデータポイントのＬＡ
Ｔを使用してＬＡＴ平面を画定するステップと、位置平面とＬＡＴ平面が交差する場合に
、位置平面とＬＡＴ平面の交差部から、選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度
を計算するステップと、を含む。
【００１４】
　本発明の前述及び他の様態、特徴、詳細、有用性、及び利点は、後述の説明、特許請求
の範囲を読むこと、及び添付図面を参照することで、明らかとなるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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　図１は、電気生理学的研究で使用され得るような、電気生理学的システムの概略図であ
る。
【００１６】
　図２は、電気生理学的研究で使用される例示の多電極カテーテルを図示している。
【００１７】
　図３は、伝導速度マップを作成するために実行されることができる代表的なステップの
フローチャート図である。
【００１８】
　図４は、本開示の実施形態による例示の伝導速度マップである。
【００１９】
　図５は、不規則な心臓の活性化の場合において、伝導速度マップを作成するために実行
されることができる代表的なステップのフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本開示は、心臓活性化波面の局所伝導速度に関する情報を提供する電気生理学的マップ
（例えば、心電図マップ）の作成のための方法、装置およびシステムを提供する。有利な
ことには、局所伝導速度は基準に依存していないので、本教示は、（洞律動と規則的な不
整脈の両方を含む）規則的な活性化と、安定した基準が利用できないかもしれない（心房
細動を含む不規則な不整脈のような）不規則な活性化との両方に対して局所伝導速度を計
算するために適用され得る。
【００２１】
　図１は、心臓カテーテルを操作し、患者１１の心臓１０で生じる電気的活動を測定し、
かつその電気的活動、および／又はそのように測定された電気的活動に関連する情報、又
はそのように測定された電気的活動の代表的なものを三次元的にマッピングすることによ
って、心臓の電気生理学的研究を実施するための電気生理学的システム８の概略図を示す
。システム８は、例えば、１個以上の電極を使用して、患者の心臓１０の解剖モデルを作
成するために使用されてもよい。また、システム８は、例えば、患者の心臓１０の診断デ
ータマップを作成するために、心臓表面に沿った複数の点において、これのみに限定され
ないけれども、局所活性化時間（「ＬＡＴ」）を含む電気生理学的データを測定し、測定
された電気生理学的データを測定されたそれぞれの測定点の位置情報と関連付けて保存す
るために使用されてもよい。
【００２２】
　当業者なら理解するように、かつ、さらに以下に説明するように、システム８は、一般
的には三次元空間内で、物体の位置、ある様態では物体の配向を決定し、少なくとも１つ
の基準に対して決定される位置情報として、それらの位置を表わす。
【００２３】
　図面の簡易化のために、患者１１は楕円形として模式的に示される。図１に示される実
施例では、表面電極（例えば、パッチ電極）の３つの組が、患者１１の表面に適用されて
いる様子が示されており、本明細書ではｘ軸、ｙ軸及びｚ軸と称される概して直交する３
つの軸を画定している。他の実施形態では、例えば、特定の身体の表面上に複数の電極を
配するなど、電極が他の配置で位置されてもよい。さらなる代替としては、電極は、身体
の表面上にある必要はなく、身体内部または外枠上に位置してもよい。
【００２４】
　図１では、ｘ軸表面電極１２，１４は、患者の胸部領域の側面上のように、第１の軸に
沿って患者に適用され（例えば、各腕の下の患者の皮膚に適用され）、左電極および右電
極として呼ばれてもよい。ｙ軸電極１８，１９は、患者の内腿および頸部領域に沿うよう
な、概してｘ軸に直交する第２の軸に沿って患者に適用され、左脚電極および頸部電極と
して呼ばれてもよい。ｚ軸電極１６，２２は、胸部領域において患者の胸骨と脊椎に沿う
ような、概してｘ軸およびｙ軸の両方と直交する第３の軸に沿って適用され、胸電極およ
び背中電極として呼ばれてもよい。心臓１０は、表面電極１２／１４，１８／１９および



(8) JP 2017-532140 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

１６／２２のこれらの組の間に位置している。
【００２５】
　付加的な表面基準電極（例えば、腹部パッチ）２１は、システム８に対して基準および
／又は接地電極を提供する。腹部パッチ電極２１は、詳細を後述する固定心臓内電極３１
の代替となってもよい。加えて、患者１１は、ほとんどの、又は全ての従来の心電図（Ｅ
ＣＧ又はＥＫＧ）システムリードを所定の位置に有していてもよいことも理解されたい。
特定の実施形態では、例えば、１２個のＥＣＧリードの標準セットが、患者の心臓１０上
で心電図を感知するのに利用されてよい。このＥＣＧ情報は、システム８で利用可能であ
る（例えば、コンピュータシステム２０への入力として提供され得る）。ＥＣＧリードが
よく理解される限りにおいて、図面の明確性のために、１個のリード６と、それとコンピ
ュータシステム２０との接続のみが、図１に図示される。
【００２６】
　少なくとも１個の電極１７（例えば、遠位端電極）を有する代表的なカテーテル１３も
また、図１において模式的に示される。この代表的なカテーテル電極１７は、「測定電極
」または「移動電極」として呼ぶことができる。一般的に、カテーテル１３上の複数の電
極、又は複数のそのようなカテーテル上の複数の電極が、使用される。一実施形態では、
例えば、システム８は、患者の心臓内、および／又は、血管系内に配置される１２本のカ
テーテル上の６４個の電極を利用してもよい。
【００２７】
　他の実施形態では、システム８は、複数の（例えば、８個の）スプラインを含み、それ
ぞれのスプラインが複数の（例えば、８個の）電極を含む１本のカテーテルを利用しても
よい。もちろん、これらの実施形態は、単なる例示であり、任意の数の電極およびカテー
テルが、使用されてよい。実際に、いくつかの実施形態では、Ｓｔ．Ｊｕｄｅ　Ｍｅｄｉ
ｃａｉ，Ｉｎｃ．のＥｎＳｉｔｅ（登録商標）Ａｒｒａｙ（登録商標）非接触型マッピン
グカテーテルのような、高密度マッピングカテーテルが利用されてもよい。
【００２８】
　同様に、カテーテル１３（又は複数のそのようなカテーテル）は、典型的には、１つま
たは複数の導入器を介して、よく知られた手法を使用して、患者の心臓内、および／又は
、血管系内に導入されることが理解されるべきである。この開示のために、例示的な多電
極カテーテル１３の一部が、図２に示されている。図２において、カテーテル１３は、経
中隔シース３５を通って患者の心臓１０の左心室５０内に延在する。左心室への経中隔ア
プローチの使用は周知であり、当業者によく知られており、本明細書でさらに説明する必
要はないだろう。もちろん、カテーテル１３もまた、任意の他の適切な方法で、心臓１０
内に導入されてもよい。
【００２９】
　カテーテル１３は、図示されている実施形態において、その遠位先端に電極１７を含む
ことに加えて、その長さに沿って離間された複数の付加的な測定電極５２，５４，５６を
含む。典型的には、隣接する電極間の間隔は知られているであろうが、電極が、カテーテ
ル１３に沿って均等に離間されなくてもよい、又は互いに等しい大きさでなくてもよいこ
とを理解されたい。これらの電極１７，５２，５４，５６のそれぞれが、患者内に存在す
るので、位置データは、システム８によって、電極のそれぞれに対して同時に収集され得
る。
【００３０】
　同様に、電極１７，５２，５４，５６のそれぞれが、心臓表面から電気生理学的データ
を集めるために使用されてもよい。当業者は、（例えば、接触型電気生理学的マッピング
および非接触型電気生理学的マッピングの両方を含む）電気生理学的データポイントの取
得や加工のための様々なモダリティを熟知しているだろうから、本開示の伝導速度マッピ
ング技術の理解のために、それらについてさらなる説明は必要でない。同様に、当該技術
領域においてよく知られている様々な技術は、複数の電気生理学的データポイントからグ
ラフィック表示を生成するために使用されてもよい。当業者が電気生理学的データポイン
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トから電気生理学的マップを作成する方法を理解する限りにおいて、その態様は、本明細
書では、本開示のマップを理解するために必要な程度にのみ説明されるだろう。
【００３１】
　ここで図１に戻ると、いくつかの実施形態では、（例えば、心臓１０の壁に取付けられ
た）固定基準電極３１が、第２のカテーテル２９上に示されている。較正を目的として、
この電極３１は、固定されていてよく（例えば、心臓の壁、またはその近くに取付けられ
る）、又は、移動電極（例えば、電極１７，５２，５４，５６）と一定の空間的関係に配
置されてもよいため、「操作基準」又は「局所基準」と呼ぶことができる。固定基準電極
３１は、上記の表面基準電極２１に加えて、又は、表面基準電極２１の代替として使用さ
れ得る。多くの場合、心臓１０の冠状脈洞電極、又は、他の固定電極は、電圧および変位
を測定するための基準として使用されてもよく、即ち、以下で説明するように、固定基準
電極３１は、座標系の原点として定義され得る。
【００３２】
　各表面電極は多重スイッチ２４に結合され、表面電極の対は、表面電極を信号生成器２
５に結合するコンピュータ２０で実行されているソフトウェアによって選択される。代替
的には、スイッチ２４は省略することができ、各測定軸（即ち、各電極対）に対して１つ
ずつ、複数の（例えば、３つの）信号生成器２５のインスタンスが設けられてよい。
【００３３】
　コンピュータ２０は、例えば、従来の汎用コンピュータ、特殊用途のコンピュータ、分
散型コンピュータ、または任意の他のタイプのコンピュータを備えていてもよい。コンピ
ュータ２０は、本開示の様々な態様を実施するために命令を実行し得る、単一の中央処理
装置（ＣＰＵ）、又は一般に並列処理環境と呼ばれる複数の処理ユニットのような１つ以
上のプロセッサ２８を備えていてもよい。
【００３４】
　一般的に、３つの名目上の直交電界は、生物学的な導体内でのカテーテルの操作を実現
するために、一連の駆動および感知電気双極子（例えば、表面電極対１２／１４、１８／
１９、１６／２２）によって生成される。代替的には、これらの直交電界は分解されても
よく、任意の表面電極の対は、有効な電極三角測量を提供するために双極子として駆動さ
れてもよい。同様に、電極１２、１４、１８、１９、１６、２２（又は、任意の他の数の
電極）は、心臓内の電極に電流を駆動するため、又は、心臓内の電極から電流を感知する
ために、任意の有効な配置で位置づけられてもよい。例えば、複数の電極が、患者１１の
背中、側面、および／又は、腹部に配置されてもよい。任意の望ましい軸に対して、駆動
（ソース－シンク）構成の所定のセットから得られる移動電極にまたがって測定される電
位は、直交軸に沿って単に均一な電流を駆動することで得られるのと同じ有効な電位を算
出するために、代数的に組み合され得る。
【００３５】
　それゆえ、表面電極１２、１４、１６、１８、１９、２２のうち任意の２つは、腹部パ
ッチ２１のような接地基準に関して、双極子ソースおよびドレインとして選択され得、非
励起電極は、接地基準に関する電圧を測定する。心臓１０内に配置される移動電極１７、
５２、５４、５６は、電流パルスからの電界に曝され、腹部パッチ２１のような接地に関
して測定される。実際には、心臓１０内のカテーテルは、図示した４つよりも多くの電極
、又は少ない電極を含んでもよく、各電極の電位が測定されてもよい。先に述べたように
、少なくとも１つの電極は、固定基準電極３１を形成するために心臓の内部表面に固定さ
れ得る。固定基準電極３１もまた、腹部パッチ２１のような接地に関して測定され、位置
特定システム８が位置を測定する座標系の原点として定義され得る。表面電極、内部電極
、および仮想電極のそれぞれからのデータセットは、心臓１０内の移動電極１７、５２、
５４、５６の位置を決定するために全て使用され得る。
【００３６】
　測定された電圧は、基準電極３１のような基準位置に対して、移動電極１７、５２、５
４、５６のような心臓内部の電極の三次元空間における位置を決定するために、システム
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８に使用され得る。すなわち、基準電極３１で測定される電圧は、座標系の原点を定義す
るために使用され得、一方、移動電極１７、５２、５４、５６で測定される電圧は、原点
に対して移動電極１７、５２、５４、５６の位置を表わすために使用され得る。極座標系
、球面座標系、および円柱極座標系のような他の座標系も考えられるが、いくつかの実施
形態では、座標系は、三次元（ｘ，ｙ，ｚ）デカルト座標系である。
【００３７】
　前述の議論から明らかであるように、心臓内の電極の位置を決定するために使用される
データは、表面電極対が心臓に電界を加える間に、測定される。電極データはまた、その
全体が参照により本明細書に組み込まれている米国特許第７，２６３，３９７号に記載さ
れているように、電極位置の未加工の位置データを改善するために使用される呼吸補正値
を作成するためにも使用され得る。電極データはまた、例えば、その全体が参照により本
明細書に組み込まれている米国特許第７，８８５，７０７号において記載されているよう
に、患者の身体のインピーダンスにおける変化を補うためにも使用され得る。
【００３８】
　一つの代表的な実施形態では、システム８は、まず表面電極の１組を選択し、それから
電流パルスでそれらを駆動する。電流パルスが送達されている間に、少なくとも一つの残
りの表面電極と生体内電極で測定される電圧のような電気的活動が、測定され、記憶され
る。呼吸、及び／又はインピーダンスの変化のようなアーティファクトの補正は、上記の
ように実行され得る。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、システム８は、上記のように電界を生成するＳｔ．Ｊｕｄｅ
　Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｉｎｃ．のＥｎＳｉｔｅ（登録商標）Ｖｅｌｏｃｉｔｙ（登録商標）
心臓のマッピングおよび可視化システム、又は、電界に依存する他のそのようなシステム
である。しかしながら、例えば、電界ではなく磁界を利用する、Ｂｉｏ　Ｗｅｂｓｔｅｒ
，Ｉｎｃ．のＣＡＲＴＯの操作及び位置システム、Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｉｎｃ．のＡＵＲＯＲＡ（登録商標）システム、または、ＳｔｅｒｏｔａｘｉｓのＮＩＯ
ＢＥ（登録商標）Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍを含む他のシ
ステムが、本教示と関連して使用されてもよい。以下の特許（そのすべてが、参照により
その全体が本明細書に組み込まれている）、即ち、米国特許第６，９９０，３７０号、第
６，９７８，１６８号、第６，９４７，７８５号、第６，９３９，３０９号、第６，７２
８，５６２号、第６，６４０，１１９号、第５，９８３，１２６号、および第５，６９７
，３７７号、において記載される位置特定およびマッピングシステムもまた、本発明とと
もに使用されてもよい。
【００４０】
　図３に示す代表的なステップのフローチャートを参照して、局所伝導速度を計算する一
つの基本的な方法を説明する。いくつかの実施形態では、例えば、フローチャートは、本
開示の伝導マップを生成するために、図１のコンピュータ２０（例えば、１つ以上のプロ
セッサ２８）によって実行可能ないくつかの例示的なステップを示してもよい。以下で説
明される代表的なステップは、ハードウェアで実施されるか、又はソフトウェアで実施さ
れるかのいずれかであることは理解されるべきである。説明のために、「信号プロセッサ
」という用語が、本教示のハードウェアとソフトウェアの両方に基づく実施を記載するた
めに本明細書では使用される。
【００４１】
　ステップ３０２では、例えば、上述のように多電極カテーテル１３を使用して、複数の
電気生理学（「ＥＰ」）データポイントが収集される。当業者にはよく知られているよう
に、および上述したように、各ＥＰデータポイントは、位置情報と、これに限定されるも
のではないが、ＬＡＴ情報を含むＥＰ情報とを含む。
【００４２】
　ブロック３０４では、複数のＥＰデータポイントのうち１つが、局所伝導速度の計算の
ために選択される。それから、ブロック３０６では、ブロック３０４で選択されたＥＰデ
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ータポイントと少なくとも２つの追加のデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近
傍が画定される。ＥＰデータポイントの近傍のサイズは、例えば、多電極カテーテル１３
によって携行される電極の空間的密度に基づいて、ユーザが選択できる。即ち、電極密度
が増加するにつれて、ユーザはＥＰデータポイントの近傍のサイズを小さくすることがで
きる。代替的には、および他の実施形態では、ＥＰデータポイントの近傍は、コンピュー
タシステム２０に予め設定された基準、及び／又は他の部品によって提供される基準によ
って、自動的に選択されてもよい。
【００４３】
　ブロック３０８、３１０では、２つの異なる平面が、ＥＰデータポイントの近傍から計
算される。ブロック３０８では、位置平面が、近傍内のＥＰデータポイントの位置を使用
することで計算される。例えば、位置平面は、ＥＰデータポイント近傍内のＥＰデータポ
イントの位置の最小二乗適合から計算できる。
【００４４】
　同様に、ブロック３１０では、ＬＡＴ平面が、近傍内のＥＰデータポイントの位置を使
用することで計算される。例えば、一形態において、新たな疑似ＥＰデータポイントが、
近傍内のＥＰデータポイントのそれぞれに対して画定される。各疑似ＥＰデータポイント
に関する２つの座標が、位置平面を計算するときに計算されるようなＥＰデータポイント
の面内位置によって決定される。位置平面に垂直であってもよい第３の座標は、ＥＰデー
タポイントのＬＡＴの値であってもよい。ＬＡＴ平面は、疑似ＥＰデータポイントの位置
の最小二乗適合から計算されてもよい。
【００４５】
　ブロック３１２は、位置平面とＬＡＴ平面が交差するかを調べる。平面が交差しない場
合は、ブロック３１４で、選択されたＥＰデータポイントの局所伝導速度が「未確定」に
設定される。しかしながら、２つの平面が交差する場合は、ブロック３１６において、平
面の交差部が、選択されたＥＰデータポイントにおける局所伝導速度（すなわち、その大
きさおよび方向）を計算するために使用される。いくつかの実施形態では、局所伝導速度
の方向は、位置平面とＬＡＴ平面間の交線に垂直であり、一方、局所伝導速度の大きさは
、位置平面とＬＡＴ平面間の角度の余接として計算され得る。
【００４６】
　その後、処理は、ブロック３０２において収集されたＥＰデータポイント全てに対して
、複数の局所伝導速度を計算するために、ブロック３０４におけるＥＰデータポイントの
選択から繰り返され得る。
【００４７】
　複数の局所伝導速度が計算されると、ブロック３１８で、それらは三次元伝導速度マッ
プとして出力される。例示の伝導速度マップ４００は、図４に示されており、複数の速度
ベクトルアイコン４０２を含む。ベクトルアイコン４０２の矢じりは、活性化波面の方向
を示しており、一方、ベクトルアイコン４０２の大きさは、伝導速度の大きさを反映して
いる。
【００４８】
　図４はさらに、隣接するアイコン４０２が互いに覆い隠しあわないように、ベクトルア
イコン４０２が均一なグリッドで配置されることを図示する。すなわち、各ＥＰデータポ
イントにおいてベクトルアイコン４０２を示し、アイコン４０２が重なった判別できない
表示とするのではなく、心臓モデル４０４の表面を、ユーザにより決定されたグリッドの
大きさを有する均一なグリッドに分割することができる。例えば、近くのＥＰデータポイ
ントで計算された伝導速度からの補間によって、グリッドの各升目内に１つのベクトルア
イコン４０２を決定された大きさと方向とともに表示できる。もちろん、有効な伝導速度
が計算された各ＥＰデータポイントにおいてベクトルアイコン４０２を表示することは、
本開示の主旨及び範囲内である。
【００４９】
　洞律動中、又は規則的な心不整脈のような規則的な活性化に関して、ＬＡＴは、基準電



(12) JP 2017-532140 A 2017.11.2

10

20

30

40

極３１のような安定した基準電極での活性化に対して計算されてもよい。代替的には、多
電極カテーテル１３上の電極の１つが、ＬＡＴの計算のための基準として選択されてもよ
い（選択された基準電極自体が、有効に計算されたＬＡＴを有するべきである）。
【００５０】
　しかしながら、不規則な不整脈の場合では、ＬＡＴに関して基準として使用できる安定
した活性化検出が存在しないことがしばしばある。しかしながら、有利なことに、上述の
局所伝導速度を計算する方法は、不規則な不整脈の場合においても、局所伝導速度を計算
するために適用できる。適用の一例を、図５を参照して説明する。
【００５１】
　図５に示される最初のステップは、図３に示される最初のステップと共通である。即ち
、ブロック３０２において、ＥＰデータポイントが収集され、ブロック３０４において、
局所伝導速度の計算のために１つのＥＰデータポイントが選択され、そして、ブロック３
０６において、ＥＰデータポイントの近傍が画定される。しかしながら、選択されたＥＰ
データポイントでの局所伝導速度は、後述するように複数の伝導速度成分からなる合成物
として計算される。
【００５２】
　ブロック５０２では、合成伝導速度が計算される時間区間が画定される。例えば、ある
様態では、時間区間は８秒の長さであるが、この間隔は単に例示であり、限定されるもの
ではない。
【００５３】
　ブロック５０４では、多電極カテーテル１３上の電極の１つが、時間区間に対する時間
基準として選択される。一実施形態では、活性化検出アルゴリズムが、多電極カテーテル
１３上の各電極によって検出されるＥＰ信号に適用され（即ち、各心臓内電位図（ＥＧＭ
）は、信号処理される）、時間区間を通して最大数の活性化を有する電極（即ち、ＥＧＭ
が最小の平均周期長を有する電極）が時間基準として選択される。しかしながら、時間基
準を選択する他の方法も考えられる。
【００５４】
　時間基準が選択されると、ブロック５０６において、その時間基準に対するＥＧＭが、
時間区間を通して複数の活性化ウィンドウに分割される。各活性化ウィンドウは、１つの
活性化を含む。各活性化ウィンドウは、そこに含まれる活性化を中心とし、ユーザによっ
て選択されたウィンドウの幅を有する。
【００５５】
　その後、数個の活性化ウィンドウは、選択されたＥＰデータポイントに対して、それに
対応する数の伝導速度成分を計算するために使用される。伝導速度成分の計算は、概して
図３に関して上述した処理（例えば、位置平面及びＬＡＴ平面を計算し、これらの平面の
交差部から伝導速度を計算すること）に従っており、各計算が、時間区間全体の代わりに
、与えられた活性化ウィンドウに対してなされる。ゆえに、図５に示すステップは、図３
に示すステップと類似であるので、図５では、全信号の代わりに活性化ウィンドウへの適
用を示すために使用される「重要な」記号表示（‘）を用いて、図３と同じ参照番号を使
用する。
【００５６】
　各活性化ウィンドウの伝導速度成分が計算されると、ブロック５０８において、時間区
間中の選択されたＥＰデータポイントに対して合成伝導速度が計算される。ある実施形態
では、合成伝導速度は、伝導速度成分の数学的手段（即ち、下記の「数１」）として計算
され、Ｎは、伝導速度が確定された（即ち、位置平面とＬＡＴ平面が交差した）活性化ウ
ィンドウの数であり、下記の「数２」は、ｉ番目の活性化ウィンドウ内の伝導速度成分で
ある。他の実施形態では、主要な伝導速度成分が、合成伝導速度として選択される。
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【数１】

【数２】

 
【００５７】
　伝導速度一致指数が、伝導速度成分から計算され得ることもまた考えられる。伝導速度
一致指数は、時間区間を通した、所与のＥＰデータポイントに対する伝導速度成分の方向
における一貫性の度合いの尺度である。そのため、高い伝導速度一致指数は、高度の方向
一貫性と関連付けることができ、一方、低い伝導速度一致指数は、低度の方向一貫性（即
ち、伝導速度成分の方向の高度のランダム性）と関連付けることができる。
【００５８】
　伝導速度一致指数を計算するための１つの方法は、合成伝導速度の絶対値の大きさ（こ
れに関する１つの適した式は上述されている）と伝導速度成分の平均絶対値の大きさ（即
ち、平均伝導速度、又は、下記の「数３」）との比としてである。
 
【数３】

【００５９】
　伝導速度一致指数を計算するための別の方法は、合成伝導速度の絶対値の大きさ（これ
に関する１つの適した式は上述されている）と伝導速度成分の平均の絶対値の大きさの比
としてである。
【００６０】
　伝導速度一致指数を計算するためのさらなる別の方法は、伝導速度成分と合成伝導速度
との正規化された平均ドット積としてである。
【００６１】
　活性化ウィンドウの総数に対するＮの追加的な比であってもよい重み係数もまた、伝導
速度一致指数の計算に含まれていてもよい。
【００６２】
　伝導速度一致指数もまた、例えば図４に例示の伝導速度マップ上に、グラフィック表示
され得る。例えば、ベクトルアイコン４０２の幅は、伝導速度一致指数によって変化して
もよい。
【００６３】
　この発明のいくつかの実施形態がある程度の詳細と共に上述されてきたが、当業者は、
本開示の主旨又は範囲から逸脱することなく、開示された実施形態に様々な変更を行うこ
とができる。
【００６４】
　例えば、複数の計算された局所伝導速度、および／又は、その結果として生じるベクト
ルアイコンが、心臓活性化波面伝播軌道を決定するために使用されてもよい。
【００６５】
　別の例として、伝導速度マップは静的マップとして記述されているが、いくつかの実施
形態では、マップは、活性化波面の伝播を示すために動画にされてもよい。同様に、心臓
活性化波面伝播軌道が伝導速度から決定される場合は、その軌道もまた、マップ上に表示
され、強調され、および／又は、動画にされてもよい。
【００６６】
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　さらなる例として、パターン認識アルゴリズムが、線形パターン、旋回パターン、又は
限局性パターンのような特殊な心臓活性化波面伝播パターンを特定するために適用されて
もよい。そして、診断目的で有用であり得る特定のパターンが、マップ上で、強調されて
もよい。
【００６７】
　さらなる例として、空間連続指数が、隣接するＥＰデータポイント（又は、均一なグリ
ッドで表示する場合は、隣接するグリッドの升目）の伝導速度から計算されてもよい。空
間連続指数は、心臓表面の特定の領域内において、活性化波面が伝播している方向の一貫
性を反映しており、一般的に指数値が高いほど、伝播方向の統一度が高く、指数値が低い
ほど、伝播方向における波面の分裂度が高い。
【００６８】
　方向に関する全ての言及（例えば、上部、下部、上向き、下向き、左、右、左向き、右
向き、頂部、底部、上方、下方、垂直、水平、時計回り、反時計回り）は、本開示につい
ての読者の理解を助けるために、識別の目的で使用されているにすぎず、特に開示につい
て位置、向き、又は使用に限定を与えるものではない。結合に関する言及（例えば、取り
付けられる、結合される、接続される等）は、広義に解釈されるべきであり、要素の接続
間の中間部材、及び要素間の相対的な動きを含んでもよい。このように、結合に関する言
及は、２つの要素が直接的に接続され、互いに対して固定された関係にあることを必ずし
も意味するものではない。
【００６９】
　上記の説明に含まれた、又は添付図面に示されたすべての事項は、限定的なものとして
ではなく、単に例示的なものとして解釈されるべきであることが意図されている。添付の
特許請求の範囲で定義されている発明の趣旨から逸脱することなく、細部または構造に変
更を加えてよい。
 
【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月31日(2017.5.31)
【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】
　心臓活性化波面の局所伝導速度を計算するためのシステムであって、前記システムは、
　多電極カテーテルを使用して収集される複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイン
トを入力として受信するように構成される伝導速度プロセッサであって、前記複数のＥＰ
データポイントの各々のＥＰデータポイントは、位置と局所活性化時間（「ＬＡＴ」）を
有しており、前記複数のＥＰデータポイントのうち選択されたＥＰデータポイントに対し
て、
　　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくと
も２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定し、
　　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置
平面を画定し、
　　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、Ｌ
ＡＴ平面を画定し、
　　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の
交差部から、伝導速度を計算するように構成される、前記伝導速度プロセッサと、
　前記伝導速度プロセッサによって計算された複数の伝導速度の三次元グラフィック表示
を生成するように構成されるマッピングプロセッサと、
を備える、システム。
【請求項２】
　前記複数の伝導速度の前記三次元グラフィック表示は、心臓の少なくとも一部の三次元
モデル上で、均一なグリッド内に配置される複数の伝導速度ベクトルアイコンを含む、請
求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記複数のＥＰデータポイントに対するＬＡＴは、前記伝導速度プロセッサによって、
安定した基準電極における活性化に対して計算される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記複数のＥＰデータポイントに対するＬＡＴは、前記伝導速度プロセッサによって、
前記多電極カテーテルによって携行される電極における活性化に対して計算される、請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対
する伝導速度を計算することにおいて、前記伝導速度プロセッサは、
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する複数の伝導速度成分を計算するように構成
され、前記複数の伝導速度成分の各々は、時間区間の複数の活性化ウィンドウのうち１つ
の活性化ウィンドウ中の伝導速度に対応し、
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
間を通しての合成伝導速度を計算するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する複数の伝導速度成分を計算することにおい
て、前記伝導速度プロセッサは、
　前記多電極カテーテルによって携行される電極を関連する基準電気生理学的信号を有す
る基準電極として選択し、
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　前記基準生理学的信号内で、複数の活性化を検出し、
　複数の活性化ウィンドウの各々が検出された前記複数の活性化のうちの１つを含む前記
複数の活性化ウィンドウを検出するように構成されており、
　前記複数の活性化ウィンドウの各々に対して、前記伝導速度プロセッサは、
　　前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記位置平面と前記ＬＡＴ平面を画定し
、
　　前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の前記交
差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記伝導速度成分を計算するよう
に構成されており、
　　その結果、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記複数の伝導速度成分を計
算する、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記伝導速度プロセッサは、前記時間区間内で最大数の活性化を有する、前記多電極カ
テーテルによって携行される電極を前記基準電極として選択するように構成される、請求
項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
間を通しての合成伝導速度を計算することにおいて、前記伝導速度プロセッサは、前記複
数の伝導速度成分の平均を計算するように構成される、請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
間を通しての合成伝導速度を計算することにおいて、前記伝導速度プロセッサは、前記複
数の伝導速度成分から、主要な伝導速度を決定するように構成される、請求項５に記載の
システム。
【請求項１０】
　前記伝導速度プロセッサは、前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度一致
指数を計算するように構成され、
　前記伝導速度一致指数は、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記伝導速度成
分の方向の一貫性度合いを示す、請求項５に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記伝導速度一致指数は、前記合成伝導速度の絶対値の大きさと前記伝導速度成分の平
均絶対値の大きさの比を備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記伝導速度一致指数は、前記合成伝導速度の絶対値の大きさと前記伝導速度成分の平
均の絶対値の大きさの比を備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記伝導速度一致指数は、前記伝導速度成分と前記合成伝導速度の正規化された平均ド
ット積を備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記伝導速度一致指数は、重み係数を備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定することにおいて、前記伝導速度プロセッサは、前記ＥＰデータポイントの近傍
内における前記ＥＰデータポイントの位置の最小二乗適合から、前記位置平面を画定する
ように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定することにおいて、前記伝導速度プロセッサは、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの各々に対して、疑似ＥＰ
データポイントを画定するように構成されており、各疑似ＥＰデータポイントに対する座
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標のセットは、前記位置平面内の対応するＥＰデータポイントの位置と対応するデータポ
イントに対するＬＡＴによって与えられ、
　前記疑似ＥＰデータポイントの位置の最小二乗適合から、前記ＬＡＴ平面を画定するよ
うに構成される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　心臓活性化波面の局所伝導速度を計算する方法であって、前記方法は、
　多電極カテーテルから複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイントを受信するステ
ップであって、前記複数のＥＰデータポイントの各々のＥＰデータポイントは、位置デー
タと局所活性化時間（「ＬＡＴ」）データを含む、ステップと、
　前記複数のＥＰデータポイントから、ＥＰデータポイントを選択するステップと、
　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくとも
２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定するステップ
と、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップと、
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交
差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度を計算するステップと、
　を備える、方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　上記の説明に含まれた、又は添付図面に示されたすべての事項は、限定的なものとして
ではなく、単に例示的なものとして解釈されるべきであることが意図されている。添付の
特許請求の範囲で定義されている発明の趣旨から逸脱することなく、細部または構造に変
更を加えてよい。
　以下の項目は、国際出願時の特許請求の範囲に記載の要素である。
［項目１］
　心臓活性化波面の局所伝導速度を計算する方法であって、
　多電極カテーテルを使用して複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイントを収集す
るステップであって、前記複数のＥＰデータポイントの各々のＥＰデータポイントは、位
置データと局所活性化時間（「ＬＡＴ」）データを含む、ステップと、
　前記複数のＥＰデータポイントから、ＥＰデータポイントを選択するステップと、
　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくとも
２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定するステップ
と、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップと、
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交
差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度を計算するステップと、
　を備える、方法。
［項目２］
　前記複数のＥＰデータポイントから、ＥＰデータポイントを選択するステップと、
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　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくとも
２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定するステップ
と、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップと、
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交
差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度を計算するステップと、
　を複数回繰り返すステップをさらに備え、これによって複数の伝導速度を計算する、項
目１に記載の方法。
［項目３］
　前記複数の伝導速度の三次元グラフィック表示を出力するステップをさらに備える、項
目２に記載の方法。
［項目４］
　前記複数の伝導速度の前記三次元グラフィック表示は、心臓の少なくとも一部の三次元
モデル上で、均一なグリッド内に配置される複数の伝導速度ベクトルアイコンを含む、項
目３に記載の方法。
［項目５］
　前記複数のＥＰデータポイントに対するＬＡＴは、安定した基準電極における活性化に
対して計算される、項目１に記載の方法。
［項目６］
　前記複数のＥＰデータポイントに対するＬＡＴは、前記多電極カテーテルによって携行
される電極における活性化に対して計算される、項目１に記載の方法。
［項目７］
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対
する伝導速度を計算するステップは、
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する複数の伝導速度成分を計算するステップで
あって、前記複数の伝導速度成分の各々は、時間区間の複数の活性化ウィンドウのうち１
つの活性化ウィンドウ中の伝導速度に対応する、ステップと、
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
間を通しての合成伝導速度を計算するステップと、
　を備える、項目１に記載の方法。
［項目８］
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する複数の伝導速度成分を計算するステップは
、
　前記多電極カテーテルによって携行される電極を基準電極として選択するステップであ
って、前記基準電極は、関連する基準電気生理学的信号を有する、ステップと、
　基準生理学的信号内で、複数の活性化を検出するステップと、
　複数の活性化ウィンドウを検出するステップであって、前記複数の活性化ウィンドウの
各々が、検出された複数の活性化のうちの１つを含む、ステップと、
　前記複数の活性化ウィンドウの各々に対して、
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記位置平面と前記ＬＡＴ平面を画定する
ステップと、
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の前記交差
部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度成分を計算するステップと
、を備え、
　その結果、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記複数の伝導速度成分を計算
する、項目７に記載の方法。
［項目９］
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　前記多電極カテーテルによって携行される電極を基準電極として選択するステップは、
前記時間区間内で最大数の活性化を有する、前記多電極カテーテルによって携行される電
極を前記基準電極として選択するステップを備える、項目８に記載の方法。
［項目１０］
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
間を通しての合成伝導速度を計算するステップは、前記複数の伝導速度成分の平均を計算
するステップを備える、項目７に記載の方法。
［項目１１］
　前記複数の伝導速度成分から、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記時間区
間を通しての合成伝導速度を計算するステップは、前記複数の伝導速度成分から、主要な
伝導速度を決定するステップを備える、項目７に記載の方法。
［項目１２］
　前記選択されたＥＰデータポイントに対する伝導速度一致指数を計算するステップをさ
らに備え、
　前記伝導速度一致指数は、前記選択されたＥＰデータポイントに対する前記伝導速度成
分の方向の一貫性度合いを示す、項目７に記載の方法。
［項目１３］
　前記伝導速度一致指数は、前記合成伝導速度の絶対値の大きさと前記伝導速度成分の平
均絶対値の大きさの比を備える、項目１２に記載の方法。
［項目１４］
　前記伝導速度一致指数は、前記合成伝導速度の絶対値の大きさと前記伝導速度成分の平
均の絶対値の大きさの比を備える、項目１２に記載の方法。
［項目１５］
　前記伝導速度一致指数は、前記伝導速度成分と前記合成伝導速度の正規化された平均ド
ット積を備える、項目１２に記載の方法。
［項目１６］
　前記伝導速度一致指数は、重み係数を備える、項目１２に記載の方法。
［項目１７］
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップは、前記ＥＰデータポイントの近傍内における前記ＥＰデータポイ
ントの位置の最小二乗適合から、前記位置平面を画定することを備える、項目１に記載の
方法。
［項目１８］
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップは、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの各々に対して、疑似ＥＰ
データポイントを画定するステップであって、各疑似ＥＰデータポイントに対する座標の
セットは、前記位置平面内の対応するＥＰデータポイントの位置と対応するデータポイン
トに対するＬＡＴによって与えられる、ステップと、
　前記疑似ＥＰデータポイントの位置の最小二乗適合から、前記ＬＡＴ平面を画定するス
テップと、を備える、項目１７に記載の方法。
［項目１９］
　心臓活性化波面の局所伝導速度を計算するためのシステムであって、
　多電極カテーテルを使用して収集される複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイン
トを入力として受信するように構成される伝導速度プロセッサであって、前記複数のＥＰ
データポイントの各々のＥＰデータポイントは、位置と局所活性化時間（「ＬＡＴ」）を
有しており、前記複数のＥＰデータポイントのうち選択されたＥＰデータポイントに対し
て、
　　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくと
も２つの追加のＥＰデータポイントとを含むＥＰデータポイントの近傍を画定し、
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　　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置
平面を画定し、
　　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、Ｌ
ＡＴ平面を画定し、
　　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の
交差部から、伝導速度を計算するように構成される、前記伝導速度プロセッサと、
　前記伝導速度プロセッサによって計算された複数の伝導速度の三次元グラフィック表示
を生成するように構成されるマッピングプロセッサと、
を備える、システム。
［項目２０］
　複数の電気生理学的（「ＥＰ」）データポイントから、心臓活性化波面の局所伝導速度
を計算する方法であって、
　複数のＥＰデータポイントから、ＥＰデータポイントを選択するステップと、
　前記選択されたＥＰデータポイントと、前記複数のＥＰデータポイントから少なくとも
２つの追加のＥＰデータ点とを含むＥＰデータポイントの近傍を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントの位置を使用して、位置平
面を画定するステップと、
　前記ＥＰデータポイントの近傍内の前記ＥＰデータポイントのＬＡＴを使用して、ＬＡ
Ｔ平面を画定するステップと、
　前記位置平面と前記ＬＡＴ平面が交差する場合に、前記位置平面と前記ＬＡＴ平面の交
差部から、前記選択されたＥＰデータポイントに対して伝導速度を計算するステップと、
を備える、方法。
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