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(57)【要約】
例えば、電気断層撮影を介して、心臓組織運動、例えば
、心壁運動の組織運動の評価の際、生体内にセンサ要素
を設置するための方法が提供される。本主題方法では、
電場が対象に印加され、感知要素が印加電場内に存在し
、感知要素によって感知される印加電場の特性（例えば
、その変化）が採用され、着目患者内部パラメータを評
価する（例えば、組織部位の移動を評価する、その移動
等の内部デバイスパラメータを評価する等）。本発明は
、例えば、スペクトラム拡散印加電場を採用することに
よって、ロバストな雑音識別を可能にする。また、本主
題方法を実践するためのシステムおよびデバイスが提供
される。加えて、それらを生成するための革新的データ
ディスプレイおよびシステムが提供される。本主題方法
およびデバイスは、心臓再同期療法を含む、種々の異な
る用途における使用を見出す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象内の組織部位の運動を評価するための方法であって、
　（ａ）組織部位が電場内に存在するように、スペクトラム拡散電場を発生させることと
、
　（ｂ）該組織部位に安定的に付随する第１の感知電極から初期信号を取得することと、
　（ｃ）該初期信号を逆畳み込みし、最終信号を取得することと、
　（ｄ）該最終信号から該組織部位の運動を評価することと
　を包含する、方法。
【請求項２】
　前記スペクトラム拡散電場は、疑似乱数列を使用して発生される、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記スペクトラム拡散電場は、周波数ホッピングスペクトラム拡散電場である、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スペクトラム拡散電場は、直接シーケンススペクトラム拡散電場である、請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、単一スペクトラム拡散電場を発生させることを包含する、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記方法は、２つ以上のスペクトラム拡散電場を発生させることを包含する、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　前記２つ以上のスペクトラム拡散電場は、それぞれが固有の拡散コードを使用して発生
される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記２つ以上のスペクトラム拡散電場は、共通の拡散コードを使用して発生される、請
求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記方法は、３つのスペクトラム拡散電場を発生させることを包含する、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は、３つの実質的に直交スペクトラム拡散電場を発生させることを包含する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記初期および最終信号は、電圧である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は、第２の組織部位に安定的に付随する第２の感知電極から最終信号を取得す
ることを採用することをさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記評価することは、心臓パラメータを判定することを包含する、請求項１に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記スペクトラム拡散電場は、内部で発生される、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記スペクトラム拡散電場は、外部で発生される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記感知電極は、キャリア上に存在する、請求項１に記載の方法。
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【請求項１７】
　前記キャリアは、リード線である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記リード線は、単一感知電極を備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記リード線は、多電極リード線である、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記多電極リード線は、多重リード線である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記多電極リード線は、セグメント化電極を備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　組織部位の移動を評価するためのシステムであって、
　（ａ）スペクトラム拡散電場発生要素と、
　（ｂ）心臓組織部位に安定的に付随するように構成される、感知電極と、
　（ｃ）該感知電極から取得される信号を採用して、請求項１から２１のいずれか１項に
記載の方法によって、組織の移動を評価するように構成される、信号処理要素と
　を備える、システム。
【請求項２３】
　格納された処理プログラムを有し、該処理プログラムは、プロセッサを作動させて、請
求項２２に記載のシステムを作動させ、請求項１から２１のいずれか１項に記載の方法を
実行する、コンピュータ可読記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　米国特許法１１９条（ｅ）に従い、本願は、米国仮出願第６０／９４９，１９３号（２
００７年７月１１日出願）に基づく優先権を主張する。該仮出願の開示は、参照により本
明細書に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　様々な配列の用途において、例えば、診断または治療目的のために、患者の内部パラメ
ータを感知することが所望される。所与の用途において感知され得る内部パラメータは、
生理学的パラメータ（例えば、血行動態パラメータ）、埋込型デバイスパラメータ（例え
ば、部位、移動）を含み、組織運動の評価が望ましい。
【０００３】
　組織運動の評価が望ましい場合の実施例は、心臓再同期療法（ＣＲＴ）であって、心臓
組織運動の評価は、診断および治療目的のために採用される。ＣＲＴは、心不全、例えば
、うっ血性心不全（ＣＨＦ）に罹患する患者のために重要な、新しい医療介入である。う
っ血性心不全が生じると、十分に機能できない心臓によって、症状が発現する。再同期ペ
ーシングの目的は、心室中隔および左心室自由壁をほぼ同時に収縮させることである。再
同期療法は、心臓による最小総エネルギー消費量で最大心拍出量を最も効果的に産生する
収縮時間シーケンスを提供することを目的とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、電気断層撮影を介して、心臓組織運動、例えば、心壁運動の組織運動の評価の
際、生体内にセンサ要素を設置するための方法が提供される。本主題方法では、電場は、
感知要素が、印加電場内に存在し、感知要素によって感知される印加電場の特性、例えば
、その変化が採用され、着目患者内部パラメータを評価する、例えば、組織部位の移動を
評価する、その移動等の内部デバイスパラメータを評価する等のように、対象に印加され
る。本発明は、例えば、スペクトラム拡散印加電場を採用することによって、ロバストな
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雑音識別を可能にする。また、本主題方法を実践するためのシステムおよびデバイスが提
供される。ある実施形態では、革新的データ処理およびディスプレイプロトコル、ならび
にそれらを提供するシステムが提供される。本主題方法、デバイス、およびシステムは、
心臓関連用途、例えば、心臓再同期療法、および他の用途等、種々の異なる用途における
使用を見出す。
【０００５】
　例えば、電気断層撮影を介して、心臓組織運動、例えば、心壁運動の組織運動の評価の
際、生体内にセンサ要素を設置するための方法が提供される。本主題方法では、電場は、
感知要素が、印加電場内に存在し、感知要素によって感知される印加電場の特性、例えば
、その変化が採用され、着目患者内部パラメータを評価する、例えば、組織部位の移動を
評価する、その移動等の内部デバイスパラメータを評価する等のように、対象に印加され
る。本発明は、例えば、スペクトラム拡散印加電場を採用することによって、ロバストな
雑音識別を可能にする。また、本主題方法を実践するためのシステムおよびデバイスが提
供される。加えて、また、革新的データ処理およびディスプレイプロトコル、ならびにそ
れらを実行するためのシステムが提供される。本主題方法およびデバイスは、心臓再同期
療法を含む、種々の異なる用途における使用を見出す。
【０００６】
　本主題発明のさらなる説明では、最初に、スペクトラム拡散電場断層撮影方法の側面が
詳細に検討される。次に、電場断層撮影デバイスおよびシステムの実施形態が、そのよう
な実施形態において採用され得るデバイスおよびシステムを概略的と、特定の実施形態の
観点との両方から詳述される。本セクションに続き、本主題発明が使用を見出す用途の実
施形態、ならびに本発明を実践する際の使用を見出すコンピュータ関連実施形態およびキ
ット等の本発明の他の側面が説明される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（スペクトラム拡散電気断層撮影方法）
　上述のように、本主題発明は、例えば、着目組織部位の移動を評価する際、生体内にセ
ンサ要素を設置するための電気断層撮影方法を提供する。本主題断層撮影方法では、着目
組織部位が、印加電場の中を動くときに、例えば、動いているかまたは着目組織部位に安
定的に付随する、感知要素によって取得されるデータが採用される。
【０００８】
　本方法の実施形態は、「断層撮影」方法としてみなされ得る。本方法は、断層撮影方法
としてみなされ得るが、そのような特徴は、本方法が、必ずしも、２次元または３次元マ
ップ等の所与の組織部位のマップを取得するために採用されるわけではなく、単に、感知
要素が印加電場の中をうごくときの感知要素の変化を使用して、何らかの方法において、
組織部位を評価することを意味する。しかしながら、ある実施形態では、取得されるデー
タを処理し、仮想表現を取得および表示し得る。「電場断層撮影方法」とは、印加電場に
おいて検出された変化を採用し、信号を取得する方法を意味し、次いで、信号は、組織部
位の移動を判定するために採用される。本用途の目的の場合、用語「電場」は、断層撮影
測定データが取得される電場を意味する。電場は、１つ以上の正弦波のサイクルである。
データを取得するために、場における不連続性に対し、必要要件は存在しない。したがっ
て、本主題発明の実施形態において採用される印加電場は、所与の期間にわたって連続的
である。
【０００９】
　断層撮影測定のために使用される「電場」は、時折、途絶が提供される、または必然的
に一定の途絶を有するが、以前として、「連続場」としてみなされ得る。実施例を明確に
するため、電力を節約するための場のパルシングまたは異なる場間の多重化は、本発明の
目的の場合、「連続場」の意味内に留まる。対照的に、飛行時間型検出方法は、本発明の
目的の場合、「連続場」の意味外となる。故に、本主題方法において印加される連続場は
、持続時間が限られた信号または一連のそのような信号が、第１の部位から発せられ、第
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２の部位において発せられた信号を検出するために必要とされる時間が、所望のデータを
取得するために採用される、「飛行時間型」用途とは区別される。せいぜい、一連の信号
が飛行時間用途において発生される場合、一連の信号は、不連続であって、したがって、
本発明において採用される場等の連続場ではない。
【００１０】
　電場断層撮影方法の基本原理は、場Ψを発生させる源が提供されることである。Ψは、
内部解剖学的着目領域全体にわたって変動する。
【００１１】
　源場Ψの一実施例は、以下で表すことが可能である。
Ψ＝Ａｓｉｎ（２πｆｔ　＋　φ）
式中：
ｆは、周波数であって、
φは、位相であって、
Ａは、振幅であって、
ｔは、時間である。
【００１２】
　ある実施形態では、場は、時間の関数として振動し、単に、ＡＣ場として説明され得る
。
【００１３】
　電場からのデータ取得において、Ａ、ｆ、またはφは、いくつかの着目パラメータの関
数である。多くの利用可能パラメータのうちの２つの着目パラメータは、部位位置および
部位速度である。場の１つ以上の特性、例えば、Ａ、ｆ、および／またはφが、種々の点
においてサンプリングされ、測定された特性が、基準値と比較されると、電気断層撮影デ
ータが取得される。
【００１４】
　例えば、交流（ＡＣ）電圧によって駆動される電場が、組織領域内に存在する場合、そ
の中の電極上の誘導電圧を検出し得る。誘導電圧の周波数ｆは、電場の周波数と同一であ
る。しかしながら、誘導信号の振幅は、電極の部位に伴って変動する。故に、誘導電圧を
検出し、信号の振幅を測定することによって、電極の部位ならびに速度を判定可能である
。
【００１５】
　概して、電場断層撮影は、誘導信号の振幅、周波数、および位相シフトの測定に基づき
得る。電場断層撮影の基本動作原理に関するさらなる詳細は、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ
２００５／０３６０３５号（本開示は、参照することによって、本明細書に組み込まれる
）に提供される。
【００１６】
　本発明において採用される印加電場は、スペクトラム拡散印加電場である。スペクトラ
ム拡散技術は、１つ以上の離散周波数で発生されるエネルギーが、時間または周波数領域
に意図的に拡散あるいは分散される方法である。スペクトラム拡散電場は、以下に詳述さ
れるように、拡散コード成分を含むものであり得る。
【００１７】
　本発明の実施形態を実践する際、対象内への任意の必要要素の埋込後（例えば、周知の
外科手術技術を使用して）、第１のステップは、着目感知要素が発生される電場内に存在
するように、電場を設定または生成、すなわち、発生させることである。ある実施形態で
は、単一電場が発生される一方、他の実施形態では、例えば、３つ以上等の２つ以上、例
えば、４つ以上、６つ以上等、複数の異なる電場が発生され、これらの実施形態のうちの
ある実施形態では、発生される電場は、互いに実質的に直交であり得る。着目すべきは、
ある実施形態では、米国特許出願第１１／５６２，６９０号（本開示は、参照することに
よって、本明細書に組み込まれる）に記載されるように、複数の電場が存在する。
【００１８】
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　電場は、電場が戻る有効位置がいずれの電極とも一致しないように、２つ以上の電極に
印加される電圧が調節され、「仮想電極」を合成可能なように発生され得る。例えば、３
つの電極が正三角形の頂点に位置付けられ、電極の１つが接地として選択される一方、他
の２つの電極は、同一電圧で励起される場合、場の有効方向は、接地電極から２つの正極
間の中間点へとなるであろう。正極上の相対電圧を変化させることによって、場の方向は
、２つの電極間にある方向に「操舵」され得る。接地電極を移動させる、あるいは１つ、
２つ、または全３つの電極上の電圧を変化させることによって、例えば、電場の方向は、
任意の恣意的方向、例えば、着目運動方向に「操舵」または配向され得る。ある実施形態
では、電場は、所与の期間にわたって、少なくとも１回、再配向され得る。電場の配向を
変更し、複数の平面のそれぞれにおいて個別の電場を生成する能力は、心臓内壁運動を特
徴化する際の分解能を向上させ得る。
【００１９】
　「操舵」の正確性または電場の方向を選択する能力は、より電極を追加することによっ
て向上し得る（例えば、体外のリングの周囲またはリード線上）。一実施形態では、多く
のセグメント化電極を伴うベルトが、対象の胸部周囲に設置され得る。セグメント上で電
圧の適切な線形結合を選択することによって、比較的平坦電場が、恣意的配向に発生され
得る。異なる周波数のいくつかの場が、同一構成で重畳され得る。ある実施形態では、単
一電場が発生され、いくつかの実施形態では、広域にわたる実質的に直交する２つの場が
発生され得る。ある実施形態では、例えば、３つ以上等の２つ以上、例えば、４つ以上、
６つ以上等、複数の異なる電場が発生され得、これらの実施形態のある実施形態では、発
生される電場は、互いに実質的に直交し得る。ある実施形態では、電場は、米国特許出願
第１１／５６２，６９０号（本開示は、参照することによって、本明細書に組み込まれる
）に説明のように発生される。
【００２０】
　本主題方法を実践する際、印加電場は、着目組織部位が印加電場内に存在する限り、例
えば、身体外から、内部身体部位から、またはそれらの組み合わせから、任意の便宜的形
態を使用して印加され得る。電場または本主題方法において採用される場は、任意の便宜
的電場発生要素を使用して生成され得、ある実施形態では、電場は、駆動電極と接地要素
、例えば、第２の電極、埋込型心臓デバイスの「缶」（例えば、ペースメーカー）等の接
地として機能可能な埋込型医療用デバイスとの間に設定される。電場発生要素は、身体内
から電場を発生させるように、埋込型であり得るか、または要素は、身体の外側の部位か
ら電場を発生させるものであり得る、あるいはそれらの組み合わせであり得る。したがっ
て、ある実施形態では、印加電場は、外部身体部位、例えば、体表面部位から印加される
。さらに他の実施形態では、電場は、内部部位から、例えば、埋込型デバイス（例えば、
ペースメーカー缶）、セグメント化電極リード線（例えば、米国特許出願第１１／７９３
，９０４号に記載（本開示は、参照することによって、本明細書に組み込まれる））を含
む、多重電気リード線（例えば、米国特許出願第１０／７３４４９０号に記載（本開示は
、参照することによって、本明細書に組み込まれる））等のリード線上の１つ以上の電極
から、発生される。
【００２１】
　ある実施形態では、電場は、高周波またはＲＦ場である。したがって、これらの実施形
態では、電場発生要素は、例えば、ＲＦ場を備える、交流電場を発生させ、ＲＦ場は、約
２５ＫＨｚ乃至約１ＭＨｚを含む、約１０ｋＨｚ乃至約１０ＭＨｚ等、約１ｋＨｚ乃至約
１００ＧＨｚ以上の範囲の周波数を有する。本発明の本実施形態の側面は、印加されるＲ
Ｆ場内の特性、例えば、振幅の変化を記録するために使用される付加的電極対を伴い、２
つの電極間で伝送される、身体内における交流の印加を含む。例えば、種々の平面内の皮
下または皮膚部位から伝送されるＲＦエネルギーを採用することによって、あるいはペー
シングおよび感知のために同時に使用され得る、例えば、心臓間リード線上に配備される
電極によって、いくつかの異なる周波数を使用して、異なる軸を構築し、分解能を向上さ
せることが可能である。異なる周波数が同時に採用される場合、周波数の差異の規模は、
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ある実施形態では、約５ＫＨｚ乃至約５０ＫＨｚ等、約１００Ｈｚ乃至約１００ＫＨｚの
範囲であろう。振幅情報を使用して、交流エミッタに対する種々のセンサの位置を導出す
ることが可能である。
【００２２】
　本発明の実施形態を実践する際、センサは、印加電場の周波数のいずれかの振幅である
信号を捕捉し、信号は、一方の電極または他方に対するその近さに関連し、その部位的ア
クセスによって、信号の振幅を変調させる。したがって、第１端では、信号は、あるサイ
ズの信号であって、反対端では、信号は、逆位相であって、ある位相における振幅は、第
１の部位では高く、第２の部位では低くなるであろう。したがって、位相が分かっている
場合、振幅は、それらの間の距離に関連する。そのことから、物体のＸ、Ｙ、およびＺ部
位を判定可能である。
【００２３】
　本発明では、印加電場を構成する３つの異なる周波数を有する代わりに、印加電場は、
例えば、拡散コードによって発生されるようなスペクトラム拡散電場を採用する。したが
って、印加電場内でスペクトラムを拡散させる。ある実施形態では、特定の帯域幅内で発
生される電場エネルギーは、周波数領域内に拡散され、より広域帯域幅を伴う信号をもた
らす。
【００２４】
　本発明の側面は、１つ以上の拡散コードを使用して、スペクトラム拡散電場を発生させ
ることを含む。印加電場は、３つの異なる拡散コードを備えてもよく、例えば、３つの異
なる電場が採用される実施形態では、例えば、別個または個別拡散コードを使用して生成
される。代替として、同一拡散コードを採用して、異なる時間で、例えば、３つの方向の
それぞれにおいて異なる時間で採用されるスペクトラム拡散電場を発生させ得る。ある実
施形態では、非常に低いデータ速度アプローチは、１度に１つのチャネルを測定するため
に、他の２つのチャネルがオフにされる間、拡散スペクトラムコードを使用することによ
って達成される。ある実施形態では、３つの異なる拡散コードが採用される。例えば、第
１、第２、および第３の拡散コード、例えば、拡散コード番号１、拡散コード番号２、お
よび拡散コード番号３が、設定され得る。ここで、感知要素は、信号を感知する。より高
い周波数における遮断増幅器を採用して、これらの拡散コードのそれぞれのサブビットを
中継し得る。次に、逆畳み込みアルゴリズムとして、拡散コードを適用することによって
、それぞれｘ、ｙ、ｚ係数に関連する３つの別個の信号が取得される。したがって、単に
、これらのチャネルを周波数コード化する代わりに、これらの３つのチャネルのそれぞれ
に対して、スペクトラム拡散およびコード化システムを使用する。
【００２５】
　図１Ａに示されるように、パネルＡのグラフを参照すると、例えば、疑似乱数コードを
使用することによって、拡散アプローチは、非常に広範囲のスペクトラム拡散において、
信号を送信する。例えば、感知要素において、非常に広範囲のスペクトラムを有する疑似
乱数コードが伝わり、次いで、それを逆畳み込みすると、それは、例えば、図１Ｂに示さ
れるように、非常に小さい関連雑音を伴う非常に狭範囲のピークとなる。したがって、種
々の部位において干渉雑音が存在する場合でも、雑音が低減される、または消失さえする
。拡散技術によって、基本的には、同一スペクトラムを有するか、それぞれ、Ｘ、Ｙ、お
よびＺである３つの独立ピークとして区別可能である、３つの異なるコードを採用し得る
。したがって、信号対雑音比は、３つの異なる周波数の代わりに、３つの異なるスペクト
ラム拡散コードを使用することによって改善される。本発明のスペクトラム拡散電気断層
撮影は、競合雑音が問題となり得る、例えば、他の競合周波数が感知要素によって感知さ
れるように存在し、感知される信号内の雑音に寄与し得る状況における使用を見出す。
【００２６】
　任意の便宜的スペクトラム拡散コードを採用して、スペクトラム拡散電場を発生させ得
る。着目拡散スペクトラムプロトコルは、周波数ホッピングスペクトラム拡散（ＦＨＳＳ
）、直接シーケンススペクトラム拡散（ＤＳＳＳ）、時間ホッピングスペクトラム拡散（
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ＴＨＳＳ）、チャープスペクトラム拡散（ＣＳＳ）、およびこれらの技術の組み合わせを
含むが、それらに限定されない。着目すべきは、ある実施形態では、米国特許第５，６１
７，８７１号および第５，３８１，７９８号（本開示は、参照することによって、本明細
書に組み込まれる）に記載される、スペクトラム拡散プロトコルを使用する。本発明の方
法において採用され得る着目スペクトラム拡散コードは、Ｚｉｅｍｅｒ　ａｎｄ　Ｐｅｔ
ｅｒｓｏｎ，Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｓｐｒｅａｄ　
Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　（Ｍａｃｍｉｌｌａｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ，１９８５）ａｎｄ　Ｓｉｍｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｐｒｅａｄ　Ｓｐｅｃ
ｔｒｕｍ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ（ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ
　Ｉｎｃ．，１９９４）に記載のものをさらに含む。
【００２７】
　本方法の実施形態では、印加電場の発生後、上述のように、標的着目組織部位に安定的
に付随する電場感知要素からの信号（データを表す）が検出される。ある実施形態では、
感知要素からの信号は、ある期間にわたって、少なくとも２回検出され、例えば、その期
間にわたって、感知要素によって感知されるパラメータが変化したかどうかを判定し、例
えば、着目期間にわたって、着目組織部位が移動したかどうを判定する。
【００２８】
　ある実施形態では、パラメータの変化は、感知要素によって検出され、組織部位の移動
を評価する。ある実施形態では、また、検出された変化は、上述のように、検出された「
変形」と称される場合がある。着目パラメータは、後述のように、印加電場の振幅、位相
、および周波数を含むが、それらに限定されない。ある実施形態では、着目パラメータは
、一定ではない場合、３つのパラメータのうちの他の１つ以上が実質的に一定であるよう
に、２つ以上の異なる時間において検出される。所与の実施形態では、感知要素は、所望
に応じて、所与の期間の間、間隔を空けて、または連続的に、出力を提供可能である。
【００２９】
　上述のように、本主題発明は、組織部位の移動を評価する方法を提供する。「評価」と
は、任意の種類の検出、査定、または分析を指すものとして本明細書では使用され、定性
的または定量的であり得る。代表的実施形態では、移動は、別の組織部位に対して判定さ
れ、互いに対して２つ以上の組織部位の移動を判定するように本方法が採用される。
【００３０】
　組織部位または部位は、概して、身体、すなわち、対象の定義部位（すなわち、部位）
または部分であって、多くの実施形態では、臓器等の身体構造の定義部位または部分（す
なわち、範囲または領域）であって、代表的実施形態では、身体構造は、内部臓器、例え
ば、心臓、腎臓、胃、肺等の内部身体構造である。代表的実施形態では、組織部位は、心
臓部位である。したがって、さらなる説明を容易にするため、本発明の種々の側面は、こ
こで、心臓部位の運動を評価する観点から検討される。心臓部位は、所望に応じて、心内
膜または心外膜であってもよく、心房または心室部位であり得る。組織部位が心臓部位で
ある場合、ある実施形態では、心臓部位は、心臓壁部位、例えば、心室壁、隔壁等の房室
壁である。本発明は、ここで、心臓運動評価実施形態の観点からさらに説明されるが、本
発明は、そのように限定されず、本発明は、多種多様な異なる組織部位の移動の評価に容
易に適応可能である。
【００３１】
　「安定的に付随する」とは、着目組織部位が移動すると、感知要素もまた移動するよう
に、感知要素が、着目組織部位に対して、完全にではなくても、実質的に固定されること
を意味する。採用される電場感知要素が組織部位に安定的に付随するため、その移動は、
感知要素の移動を使用して、着目組織部位の移動を評価可能なように、安定的に付随する
組織部位の移動に対して、少なくとも代用となり、ある実施形態では、同一である。電場
感知要素は、フック等の取り付け要素を使用して、組織部位に感知要素を取り付けること
によって；組織部位に対して感知要素を圧着するか、２つが安定的に付随するような位置
（例えば、リード線またはガイドワイヤ上の感知要素）に一時的に固定される、機構上に
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感知要素を有することによって：等、任意の便宜的アプローチを使用して、組織部位に安
定的に付随され得る。感知要素は、独立型埋込型デバイス、または、例えば、リード線、
ガイドワイヤ、シース等のキャリア上にあり得る。
【００３２】
　ある実施形態では、単一感知要素が採用される。そのような方法では、評価は、所与の
期間にわたって、組織部位の移動を監視することを含み得る。そのような実施形態は、第
１の部位が監視され、次いで、感知要素が、監視される第２の部位に移動するように、２
つ以上の異なる部位が、連続的に監視される事例をさらに含み得る。例えば、単一感知要
素を使用して、第１の部位を監視してもよく（例えば、心臓静脈内の第１の部位における
心臓リード線上の電極）、次いで、感知要素は、監視される第２の部位に移動する（例え
ば、電極は、心臓静脈内の第２の部位に設置される）。
【００３３】
　ある実施形態では、２つ以上の個別の感知要素が採用され、２つ以上の個別の組織部位
の移動を評価する。所与の実施形態において採用される異なる感知要素の数は、大幅に変
動する場合があり、ある実施形態では、採用される数は、３つ以上、４つ以上、５つ以上
、８つ以上、１０つ以上等、２つ以上である。そのような多センサの実施形態では、本方
法は、互いに対して２つ以上の個別の部位の移動を評価することを含み得る。
【００３４】
　感知要素は、ある実施形態では、電極等の電位感知要素である。これらの実施形態では
、感知要素は、発生される電場内の感知要素の部位の関数である、感知される電位の値を
提供する。ある実施形態では、電場感知要素は、電極である。電極は、独立型デバイス、
例えば、データ受信機またはデバイス構成要素の一部、例えば、リード線等の医療用キャ
リアと無線通信する小型デバイスとして、存在し得る。感知要素がリード線上の電極であ
る場合、リード線は、単一電極を含む、従来のリード線であり得る。代替実施形態では、
リード線は、２つ以上の異なる電極を含む、多電極リード線であってもよく、これらの実
施形態のある実施形態では、リード線は、同一ワイヤまたは複数のワイヤに電気的に連結
される２つ以上の個別にアドレス可能な電極を有する、多重リード線であり得る。ある実
施形態では、１セット以上の電極サテライト（例えば、少なくとも１つの細長い伝導性部
材、例えば、リード線内に存在する細長い伝導性部材に電気的に連結される）を含む、心
臓血管リード線等のリード線が採用される。多重リード線構造は、所望に応じて、３つ以
上、４つ以上、５つ以上、１０つ以上、１５つ以上、２０つ以上等、２つ以上のサテライ
ト含み得、ある実施形態では、多重リード線は、サテライトよりも少ない数の伝導性部材
を有する。ある実施形態では、多重リード線は、２つのみのワイヤまたは１つのみのワイ
ヤ等、３つ以下のワイヤを含む。着目多重リード線構造は、米国特許出願第１０／７３４
，４９０号および米国特許第７，２１４，１８９号（本出願および特許の開示は、参照す
ることによって、本明細書に組み込まれる）に記載のものを含む。
【００３５】
　ある実施形態では、多重リード線は、セグメント化電極であるサテライト電極を含み、
２つ以上の異なる個別にアドレス可能な電極は、同一サテライトコントローラ、例えば、
リード線上に存在する集積回路に連結される。着目セグメント化電極構造は、米国特許第
７，２１４，１８９号ならびに米国特許出願第１１／７９３，９０４号および第１１／７
９４，０１６号（これらの出願の種々のセグメント化多重リード線構造の開示は、参照す
ることによって、本明細書に組み込まれる）に記載のものを含むが、それらに限定されな
い。
【００３６】
　ある実施形態では、本主題方法は、（ａ）電場発生要素と、（ｂ）着目組織部位に安定
的に付随する電場感知要素とを含む、システムを提供することを含む。本提供ステップは
、後述のように、身体内に１つ以上の新しい要素を埋め込むこと、または単に、例えば、
アダプタ（例えば、前から既存のインプラントに動作可能に接続される場合、インプラン
トに本主題方法を実行させることが可能なモジュール）を使用することによって、既存の
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埋込型システム、例えば、ペーシングシステムを採用することを含み得る。本ステップは
、採用される場合、任意の便宜的プロトコルを使用して実行され得る。
【００３７】
　本主題方法は、種々の異なる種類の動物において使用され得、動物は、典型的には、「
哺乳類」または「哺乳動物」であって、これらの用語は、肉食目（例えば、イヌおよびネ
コ）、齧歯目（例えば、マウス、テンジクネズミ、およびラット）、ウサギ目（例えば、
ウサギ）ならびに霊長目（例えば、ヒト、チンパンジー、およびサル）を含む、哺乳動物
の種類内の生物を広範に説明するために使用される。多くの実施形態では、対象または患
者は、ヒトであるだろう。
【００３８】
　本主題方法は、信号の形態におけるデータの生成をもたらす。電場感知要素から取得さ
れるこれらの信号において判定される変化から、生理学的パラメータ、デバイスパラメー
タ、組織移動等の患者の内部パラメータが判定され得、例えば、組織移動の動態およびタ
イミングが導出され得る。本豊富な源のデータによって、典型的には、リアルタイムで示
される、物理的解剖学上の寸法および生理学的機能の両方の生成を可能とする。
【００３９】
　本主題方法を使用して取得されるデータは、所望に応じて、かつ特定の用途に応じて、
生の形態または処理された形態で採用され得る。ある実施形態では、取得されるデータは
処理され、例えば、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）等として、コンピュ
ータディスプレイの形態でユーザに表示され得る。
【００４０】
　本主題方法を使用して取得されるデータは、監視用途、治療用途等を含むが、それらに
限定されない、種々の異なる用途において採用され得る。本主題方法から取得されるデー
タが使用を見出す用途は、以下にさらに詳細に検討される。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施形態による、感知要素において取得される生の信号の
グラフィック図を提供する。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の実施形態による、処理された信号のグラフィック図を提供
する。
【図２】図２は、本主題発明の種々の電気断層撮影システム実施形態の描写を提供する。
【図３】図３は、本発明の代表的実施形態による、システムの図を提供する。
【図４】図４は、本発明の実施形態による、電気断層撮影のための例示的構成を示す。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、３次元電気断層撮影のための例示的構成を示
す。
【図６】図６は、本発明の実施形態による、既存のペーシングシステムに基づく電気断層
撮影システムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　（データの処理）
　本方法を使用して取得されるＥＴデータは、所望に応じて、生データとして使用される
か、または種々の方法で処理され得る。例えば、内部または外部直交印加電場を使用して
、組織部位における電圧の値（例えば、心臓リード線または心外膜リード線上の電極）が
取得され、電圧の変化を判定可能である。電圧データから、部位（例えば、電極または組
織部位）に対して、位置信号が計算可能であって、位置信号の変化の速度を評価すること
によって、時間の関数として、位置を判定可能である（例えば、心臓サイクルの持続時間
）。ある実施形態では、計算される位置信号のうちの少なくとも１つは、基準位置信号で
あり得る。ある実施形態では、位置信号は、介入（例えば、ＣＲＴを採用する場合等のペ
ーシングされた位置信号）後に計算され得る。ある実施形態では、異なる条件（例えば、
基準において、およびＣＲＴによるペーシング後）下、２つ以上の位置信号が計算可能で
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ある。位置信号は、単一心臓サイクルから計算可能である、あるいはいくつかの心臓サイ
クル、例えば、１つの心臓サイクル、２つの心臓サイクル、または３つ以上の心臓サイク
ルにわって平均化されたデータから計算可能である。
【００４３】
　また、第２の組織部位の位置（例えば、同一心臓リード線上の第２の電極、または別個
のリード線上の電極）は、時間の関数として、その電極における電圧を測定することによ
って計算可能であって、第２の組織部位における運動は、第１の組織部位における運動と
比較可能である。また、第３、第４、第５以上の組織部位の位置（例えば、同一心臓リー
ド線上のさらなる電極、または別個のリード線上の電極）は、時間の関数として、各電極
における電圧を測定することによって判定可能であって、各組織部位における運動は、他
の組織部位における運動と比較可能である。
【００４４】
　位置信号は、監視される電圧データを心臓成分、干渉成分、および雑音成分に分離する
ことによって計算され得る。干渉成分への少なくとも１つの誘因は、呼吸からの干渉であ
る。いくつかの実施形態では、位置信号を計算することは、位置信号を取得するために、
測定される電圧の呼吸干渉成分を除去することを包含する。呼吸干渉成分は、心臓運動に
よって発生される位置信号に及ぼすその影響を除去するために、事後処理において、識別
および除去可能である。他の実施形態では、呼吸信号は、識別および分離され、呼吸サイ
クル内の同一点において、通常、呼気終末において、取得されるデータセットを比較する
ために使用可能である。
【００４５】
　所望に応じて、心臓成分データは、正規化され、例えば、電圧データから計算される位
置データの正確性を向上させ得る。データを正規化するための技術は、感知電極から取得
される信号にスケール係数を割り当て、電場内の歪みを補正することを含み得る。一実施
形態では、所定のスケール係数は、例えば、生理学的特徴、例えば、対象の身長および体
重に基づいて、採用され得る。別の実施形態では、スケール係数は、動的である可能性が
あり、それは、スケール係数が、周囲電場の変化（例えば、感知電極を囲む電場の強度、
勾配、または方向の変化）に基づいて、経時的に（例えば、心臓サイクル内の異なる点に
おいて、または１つの心臓サイクルから次のサイクルにかけて）、変化し得ることを意味
する。一実施形態では、スケール係数は、場内に配置される２つ以上の電極の既知の電極
間の距離に基づくことが可能であって、例えば、リード線上の２つの電極間の既知の離間
距離である１センチメートルが採用され得、これらの寸法に基づくスケール係数を使用し
て、残りの電極の測定値を補正し得る。本実施形態では、電極は、近接近して（例えば、
１ｃｍの離間）、電気的に連結される。リード線が屈曲すると、電極間の距離は減少し、
それによって、電気的連結を変化させる。測定される電気的連結信号は、電極の周囲の領
域におけるリード線の屈曲に関連するデータを提供する。本データを使用して、残りの電
極からの信号を正規化可能である。第３の方法は、例えば、米国仮特許出願第６０／７９
０，５０７号「Ｔｅｔｒａｈｅｄｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」
（２００６年４月７日出願、本開示は、参照することによって、本明細書に組み込まれる
）に記載されるように、セグメント化４重電極を使用することによって、電場内の歪みを
直接測定し、スケール係数を取得することを含む。
【００４６】
　着目データ処理プロトコルは、米国特許出願第１１／６６４，３４０号および第１１／
７３１，７８６号、ならびにＰＣＴ出願公開第ＷＯ　２００６／０４２０３９号（本開示
は、参照することによって、本明細書に組み込まれる）にさらに説明される。
【００４７】
　（デバイスおよびシステム）
　ある実施形態では、ＥＴ方法を実践するためのデバイスおよびシステムが採用される。
ある実施形態のシステムは、以下の主要構成要素またはデバイスから構成される。１）少
なくとも一時的に、心臓壁に安定的に付随する少なくとも１つの電極（例えば、感知電極
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）を伴い、心臓壁部位は、所望に応じて、かつ特定の用途に応じて、心内膜または心外膜
部位であり得る、１つ以上の電極と、２）例えば、信号発生器と、受信機と、を含む、ス
ペクトラム拡散電場印加要素（信号発生器および受信機が協働し、印加電場を生成する）
と、３）信号プロセッサと、４）信号ディスプレイ。ＣＲＴ用途の場合、リアルタイムで
ＣＲＴを最適化するために、電極は、ペーシングと運動感知機能との間を往復して交互に
行う。
【００４８】
　ある実施形態では、感知電極は、医療用キャリア、例えば、リード線上に存在する。着
目キャリアは、血管リード線構造を含むが、それに限定されず、そのような構造は、概し
て、埋め込まれるような大きさとされ、生理学的適合材料から加工される。血管リード線
に関して、種々の異なる血管リード線構成が採用され得、血管リード線は、ある実施形態
では、細長い管状、例えば、近位および遠位端を有する円筒形構造である。近位端は、例
えば、「缶」または類似デバイス内に存在する制御装置に接続するために、コネクタ要素
、例えば、ＩＳ－１またはＤＦ－１コネクタを含み得る。リード線は、例えば、１つ以上
の伝導性要素、例えば、ワイヤ等を格納するために、ガイドワイヤと併用するための１つ
以上の管腔を含み得る。遠位端は、所望に応じて、例えば、固着手段、特定の構成、例え
ば、Ｓ字屈曲等、種々の異なる特徴を含み得る。ある実施形態では、細長い伝導性部材は
、多重リード線の一部である。多重リード線構造は、所望に応じて、３つ以上、４つ以上
、５つ以上、１０つ以上、１５つ以上、２０つ以上等、２つ以上のサテライト含み得、あ
る実施形態では、多重リード線は、サテライトよりも少ない数の伝導性部材を有する。あ
る実施形態では、多重リード線は、２つのみのワイヤまたは１つのみのワイヤ等、３つ以
下のワイヤを含む。着目多重リード線構造は、セグメント化電極リード線（例えば、米国
特許出願第１１／７９３，９０４号に記載（本開示は、参照することによって、本明細書
に組み込まれる））を含む、多重電気リード線（例えば、米国特許出願第１０／７３４４
９０号に記載（本開示は、参照することによって、本明細書に組み込まれる））等におい
て説明されるものを含む。本発明のいくつかの実施形態では、デバイスおよびシステムは
、例えば、ペースメーカー缶等、中央制御装置内に存在する内蔵論理回路またはプロセッ
サを含み得る。これらの実施形態では、中央制御装置は、上述のコネクタ配列のうちの１
つ以上によって、リード線に電気的に連結され得る。
【００４９】
　本アプローチは、心臓の周囲に設置される複数の感知電極を伴うペーシングリード線に
拡張可能であって、心臓の全体的および局所的力学的運動のより包括的な描写を提供する
。複数の電極によって、呼吸等のアーチファクトを排除可能である。さらに、複数の電極
は、基準、駆動、または感知電極の役割間で電極を切り替えることによって、３次元の相
対的または絶対的運動情報を提供可能である。多重リード線等の多電極リード線が使用可
能であるか、または複数の電極が、例えば、ガイドワイヤ上に存在可能である。実際、本
システムにおける電極（ペースメーカー缶を含む）のいずれかは、基準、駆動、または感
知電極として使用可能である。
【００５０】
　本アプローチは、さらに拡張され、種々の電場発生要素を採用し、複数の平面または軸
のそれぞれにおいて、個別の電場を生成可能である。感知電極は、複数面電場のそれぞれ
からの振幅を同時に報告し、それによって、心臓内壁運動を特徴化する際の分解能を向上
させることが可能である。一実施形態では、内部および／または外部場発生要素を使用し
て、３つの本質的直交場を生成可能である。例えば、場は、「Ｘ」電場が、患者に対して
右／左方向に配向され、「Ｙ」電場が、患者に対して上方／下方方向に配向され、「Ｚ」
電場が、患者に対して前方／後方方向に配向されるように、Ｘ、Ｙ、およびＺ軸とともに
生成可能である。また、３つの本質的直交場は、第１の平面または軸が、左心室の長軸に
平行であって（「長軸平面」）、第２の平面が、第１の平面に垂直に配向され（「短軸平
面」）、第３の平面が、長軸および短軸平面の両方に垂直である（「４室平面」）ように
、心臓の主軸と整列されるように配向可能である。そのような分解能向上実施形態を使用
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することによって、適切な較正によって、後述されるように、例えば、ＣＨＦ管理におい
て重要である、１回拍出量および駆出率を含む、パラメータをもたらし得る。
【００５１】
　図２は、例えば、心臓タイミングデバイス内で具現化されるような、本発明の電気断層
撮影デバイスの実施形態を伴う、心臓の断面図を提供し、ペースメーカー１０６、右心室
電極リード線１０９、右心房電極リード線１０８、および左心室心臓静脈リード線１０７
を含む。また、右心室側壁１０２、心室間隔壁１０３、心尖１０５、および左心室側壁１
０４上の心臓静脈が示される。
【００５２】
　左心室電極リード線１０７は、リード線本体および１つ以上の電極１１０、１１１、１
１２から構成される。遠位電極１１１および１１２は、左心室心臓静脈内に配置され、心
臓の本領域に関する局所的収縮情報を提供する。また、僧帽弁輪の領域における冠状静脈
洞内に４つの電極が存在するが、図示されない。最近位電極１１０は、心底の上大静脈内
に配置される。この基礎心臓部位は、本質的に不動であって、したがって、心臓壁運動感
知システムのための固定基準点の１つとして使用可能である。
【００５３】
　電極リード線１０９が隔壁上に固定されると、電極リード線１０９は、隔壁の局所的運
動および／または変形のタイミングデータを提供する。電極リード線１０９に沿ってより
近位に配置される電極１１５は、心臓のそれらの領域における局所的運動に関するタイミ
ングデータを提供する。実施例として、右心室内の右心房に及ぶＡＶ弁近傍に位置付けら
れる電極１１５は、弁の開閉に関するタイミングデータを提供する。近位電極１１３は、
心底の上大静脈内に配置される。本基礎心臓部位は、本質的に不動であって、したがって
、心臓壁運動感知システムのための固定基準点の１つとして使用可能である。
【００５４】
　電極リード線１０８は、アクティブ固定螺旋構造１１８を使用して、右心房内に設置さ
れる。遠位先端電極１１８を使用して、右心房のペーシングおよび運動感知の両方を提供
する。
【００５５】
　本発明の実施形態による、電気断層撮影システムの実施例は、図３に示される。図３に
描写される実施形態は、本特許出願に記載されるように、電気断層撮影技術を使用して、
非同期心臓運動を測定し、うっ血性心不全（ＣＨＦ）患者のための心臓再同期療法（ＣＲ
Ｔ）を最適化することを補助をするように構成される。図３では、デバイスは、電場の生
成、心臓ペーシング、データ取得、データ処理、およびデータディスプレイのためのハー
ドウェアならびにソフトウェアを含む、電気断層撮影システム９０００と、心臓全体に３
つの直交電場を発生させるために使用される３対の皮膚電極（右／左胴、胸／背中、およ
び首／脚）に接続される、皮膚電極ケーブル９００２と、心臓内の内部電極に接続される
、心臓電極ケーブル９００４と、鎖骨下静脈内に挿入され、冠状静脈洞に接近するために
使用される、ガイドカテーテル９０１４と、遠位端に複数の電極を有し、ガイドカテーテ
ル９０１４を介して、主要心臓静脈および外側および後外側心臓静脈等のその側枝内に挿
入される、１つ以上の多電極ガイドワイヤ／ミニカテーテル９０１８、９０２２、および
９０２４と、隔壁に取り付けられるアクティブ固定螺旋電極９０２４を伴う、標準的ＲＶ
リード線９０２４と、から構成される。
【００５６】
　手技ステップの一実施形態は、以下となるであろう。３対の皮膚電極を患者に設置し、
心臓に及ぶ３つの直交電場を生成する。図５を参照されたい。皮膚電極ケーブル９００２
を使用して、皮膚電極を電気断層撮影システム９０００に接続する。滅菌場の下、医師は
、鎖骨下静脈を介して、ＲＶリード線を右心室内に挿入し、アクティブ固定螺旋電極を隔
壁内に挿入する。次いで、医師は、ガイドカテーテル９０１４を使用して、冠状静脈洞に
カニューレを挿入する。ガイドカテーテル９０１４を通して挿入されるバルーンカテーテ
ルを使用して、静脈造影を実行し、心臓静脈生体構造をマッピングする。多電極ガイドワ
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イヤ９０１８、９０２０、９０２２は、ガイドカテーテル９０１６内に挿入される。第１
の多電極ガイドワイヤ９０２２は、心尖に達するまで、隔壁に沿って、大心臓静脈内に前
進される。本多電極は、ＲＶ電極リード線に加えて、隔壁の運動を追跡するために使用可
能である。第２の多電極ガイドワイヤ９０２０は、左心室の外側心臓静脈のうちの１つ内
に操舵される。そして、第３の多電極ガイドワイヤ９０１８は、左心室の後側心臓静脈の
うちの１つ内に操舵される。心臓ケーブル９００４は、電気断層撮影システム９０００内
に差し込まれ、かつ、多電極ガイドワイヤ９０１８、９０２０、９０２２の近位コネクタ
９００８、９０１０、９０１２、およびＲＶ電極リード線９０１６の近位ＩＳ－１コネク
タ９００６に接続される。
【００５７】
　全デバイスが設置および接続されると、３つの直交電場がオンにされ、全電極の測定さ
れる運動の基準測定値が記録される。基準心室内非同期性の量は、外側および後側心臓静
脈内の電極と（多電極ガイドワイヤ９０１８、９０２０）、隔壁に沿った電極（ＲＶリー
ド線遠位電極９０２４および／または多電極ガイドワイヤ９０２２）の運動を比較するこ
とによって計算される。次に、ＲＶリード線遠位電極９０２４と、外側または後側心臓静
脈内のＬＶ電極（多電極ガイドワイヤ９０１８、９０２０）の一方とによって、両心室ペ
ーシングを実行することによって、ＣＲＴ試験を開始する。両心室ペーシングは、対応す
る心室内非同期性指数を記録する間、ＬＶ電極（多電極ガイドワイヤ９０１８、９０２０
）のそれぞれを一つずつ用いて繰り返される。ＬＶペーシング部位は、各試験に伴って変
化するが、心室内非同期性を測定するために使用される運動感知電極は、心臓に対する位
置を変化させないことに留意することが重要である。これによって、全試験間の心室内非
同期性測定値の直接比較が可能となる。全試験からのデータを使用して、ＣＲＴのための
最適なＬＶペーシング部位のマップを生成し、それによって、ＬＶ電極リード線の設置の
ために最善の心臓静脈を識別する。
【００５８】
　この時点で、選択された心臓静脈内に配置される多電極ガイドワイヤは、定位置に残さ
れる一方、他は全部、抜去される。定位置に残される多電極リード線の近位コネクタ９０
０８、９０１０、または９０１２は除去され、埋込型ＬＶ電極が、ワイヤを介して、選択
された心臓静脈内に挿入され、蛍光透視装置下、判定された理想的ＬＶペーシング部位の
位置に整列するように位置付けられる。多電極リード線の埋め込みの場合、リード線に沿
った複数の電極によって提供される柔軟性のため、選択された心臓静脈内の位置は、重要
ではない。
【００５９】
　別の実施形態では、この時点で、全多電極ガイドワイヤは除去され、蛍光透視装置下、
ＬＶ電極リード線は、標準的リード線送達ツールを使用して、最も理想的接近可能ＬＶペ
ーシング部位の位置に整列するように位置付けられる。最後に、標準的ＣＲＴ埋込手技が
再開される。
【００６０】
　ある実施形態では、複数の駆動電極対が存在し、それぞれ、個別の電場を発生させ、場
は、概して、例えば、図５に示される異なる駆動電極対によって発生されるように、異な
る心臓内平面に沿って配向される。ある実施形態で発生される代表的平面は、上大静脈、
冠状静脈洞内に配置される比較的不動の電極と、左または右鎖骨下領域内の埋込型パルス
発生器との間にある。さらなる電極部位は、肺動脈、胸郭、首、および腹部を通じた皮下
部位、ならびに外部部位を含む。
【００６１】
　ある実施形態では、さらなる平面は、既に記載されたもの（例えば、右心尖部、左心室
を覆う心臓静脈等）よりも比較的に大きな運動を経験する電極から発生される。ある実施
形態では、絶対的位置を取得するため、感知電極に対して、駆動電極の運動成分を排除す
るために、他の利用可能平面への参照を伴う、計算技術が採用される。システムのある用
途では、相対的タイミングおよび運動情報は、絶対的位置よりも非常に重要である。これ
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らの用途では、少なくとも、１つ以上の電場平面の著しい移動は、本運動を補償するよう
に意図される最小限のリアルタイム計算を伴って、または全く伴わずに、容認され得る。
【００６２】
　本発明の別の実施形態は、心臓運動を分析する際に使用するために構成されるシステム
を提供する。動作の際、システムは、「ｎ」個の心臓電極を設置し、心臓電極が存在する
組織領域にＡＣ電圧を印加する。次いで、システムは、各電極上の誘導電圧を検出し、各
心臓電極上の誘導電圧に基づいて、ｎ×ｎの相関行列を構築する。その後、システムは、
相関行列を対角化し、それによって、相関行列の固有値および固有ベクトルを求める。
【００６３】
　図４は、本発明の実施形態による、心臓電極の電気断層撮影のための例示的構成を示す
。図１０は、いくつかのペーシング電極の部位１５０３、１５０４、１５０６、および１
５０７を示す。ペーシング缶１５０１は、外部または体外部位として存在する。ペーシン
グ缶１５０１は、ペーシングリード線１５０２を通して、電極にペーシングパルスを伝送
し得る。
【００６４】
　部位１５０３および１５０４における電極は、右心室リード線１５０２に連結され、リ
ード線１５０２は、ペーシングシステム（ペーシング缶１５０１等）のための皮下部位か
ら、患者の身体（例えば、好ましくは、鎖骨下静脈アクセス）内へ、上大静脈を通して、
右心房内へと進む。右心房から、右心室リード線１５０２は、三尖弁を通して、右心室の
壁に沿った部位へと通される。右心室リード線１５０２の遠位部分は、好ましくは、心室
内隔壁に沿って配置され、右心尖部内に固定して終端する。図１０に示されるように、右
心室リード線１５０２は、部位１５０３および１５０４に位置付けられる電極を含む。心
室リード線１５０２内の電極の数は、限定されず、図１０に示される電極の数より多くて
も、または少なくてもよい。
【００６５】
　同様に、左心室リード線は、右心室リード線１５０２と実質的に同一ルートを辿る（例
えば、鎖骨下静脈アクセスおよび上大静脈を通して右心房内へ）。右心房では、左心室リ
ード線は、心臓の後壁周囲の冠状静脈洞を通して、冠状静脈洞に流れ出る心臓静脈内に通
される。左心室リード線は、両心室ペーシングのために有益であると考えられる位置であ
る、左心室の壁に沿って側方に提供される。図４は、左心室リード線の部位１５０６およ
び１５０７に位置付けられる電極を示す。
【００６６】
　右心室リード線１５０２は、任意に、右心室内に圧力センサ１５０８を備え得る。信号
多重化配列は、そのような能動デバイス（例えば、圧力センサ１５０８）をペーシングお
よび信号収集目的のためのリード線（例えば、右心室リード線１５０２）に含めることを
容易にする。動作の際、ペーシング缶１５０１は、部位１５０３、１５０４、１５０６、
および１５０７におけるサテライトのそれぞれと通信する。
【００６７】
　一実施形態によると、ペーシング缶１５０１は、電極として使用され、ＡＣ電圧を心臓
組織に印加する。ＡＣ電圧源の接地は、患者の身体上の別の部位における、例えば、患者
の皮膚に取り付けられるパッチであり得る。故に、ペーシング缶１５０１から接地部位に
向かって、心臓組織全体にＡＣ電圧降下が存在する。心臓内に埋め込まれた電極は、駆動
電圧と接地との間のある場所に誘導電位を有する。電極上の誘導電圧を検出し、誘導電圧
を駆動電圧と比較することによって、電極の部位、または電極が心臓内で移動する場合、
電極の瞬間速度を監視可能である。例えば、第１の信号は、第１の時間（例えば、収縮期
の開始時における電極の位置）、次いで、第２の時間（例えば、収縮期の終了時における
電極の位置）において検出可能である。次いで、速度は、物体（例えば、電極）の位置信
号を微分し、または導関数を求めることによって、計算可能である。物体（例えば、電極
または組織部位）の速度は、特定の方向におけるそのスピード、あるいは変位の速度であ
って、物体のスピードおよび方向の両方を示す。
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【００６８】
　また、システムは、直流（ＤＣ）電圧を組織に印加し得る。しかしながら、ＡＣ信号は
、雑音に対してより抵抗があるため、代表的実施形態では、ＡＣ駆動電圧は、ＤＣ電圧よ
りも好ましい。電極上の誘導電圧信号は、駆動ＡＣ電圧と実質的に同一周波数を有するた
め、同一周波数で動作するロックイン増幅器を使用して、雑音からの干渉を低減可能であ
る。
【００６９】
　システムは、種々の方法で電場を印加し得る。一実施形態では、システムは、ペーシン
グ缶および既存の埋込型電極、または２つの既存の埋込型電極を使用して、駆動電圧を印
加し得る。さらなる実施形態では、システムは、患者の皮膚に取り付けられる２つの電気
接触パッチを通して、駆動電圧を印加し得る。
【００７０】
　同一原理に基づいて、互いに実質的に直交する３つの方向（ｘ、ｙ、およびｚ）に、３
つのＡＣ電圧を印加し、３次元（３－Ｄ）空間内の電極の部位を測定可能である。図５は
、本発明の実施形態による、心臓電極の３次元電気断層撮影のための例示的構成を示す。
システムは、一対の電極１６０４を通して、ｘ方向に、ＡＣ電圧ｖｘを印加する。同様に
、システムは、それぞれ、ｙ方向およびｚ方向に、ｖｙおよびｖｚを印加する。ｖｘ、ｖ

ｙ、およびｖｚはそれぞれ、異なる周波数で動作する。その結果、３つの誘導電圧が、埋
込型電極１６０２上に存在する。また、各誘導電圧は、各方向に、駆動電圧の周波数に対
応する異なる周波数を有する。したがって、３つの別個のロックイン増幅モジュールを使
用して、それぞれ、異なる周波数で動作する３つの誘導電圧を検出することによって、３
次元空間における電極の場所を判定可能である。
【００７１】
　電場を印加する電極断層撮影システムの利点の１つは、システムが、既存の心臓ペーシ
ングシステム上で動作可能であって、したがって、患者に対して最小限のリスクを及ぼす
。図６は、本発明の実施形態による、既存のペーシングシステムに基づく、電気断層撮影
システムを示す。本実施例では、患者の心臓内に埋め込まれたいくつかのペーシング電極
が存在する。これらの電極は、通常の心臓ペーシング目的のための市販の電極であり得る
。
【００７２】
　電圧駆動およびデータ取得システム１９０４は、ペーシング缶１９０２に連結する。ま
た、システム１９０４は、右心房（ＲＡ）、左心室（ＬＶ）、および右心室（ＲＶ）内に
存在する電極に連結する。ペーシング缶１９０２からのリード線は、最初、システム１９
０４にルーティングされ、次いで、電極にルーティングされる。システム１９０４は、リ
ード線を使用して、ペーシング缶１９０２を含む、任意の電極を駆動可能であり、かつ、
リード線を通して、非駆動電極上の誘導信号を検出可能である。また、システム１９０４
は、接地等の外部電圧基準点に連結され得る、基準ポートを有する。図１２の実施例では
、電極１９０８は、リード線を通して、基準ポートに連結され、接地基準電圧１９１０に
連結される。
【００７３】
　上述の配列によって、ペーシング缶１９０２は、電気断層撮影を実行する間、通常のペ
ーシング信号を電極に送信可能である。ペーシング信号は、典型的には、短パルスである
一方、駆動電圧は、特定の周波数を伴う一定の正弦波信号であるため、そのような同時動
作が可能である。さらに、システム１９０４は、皮膚心電図（ＥＣＧ）データを受信し、
電気断層撮影信号の分析を補助し得る。また、システム１９０４は、コンピュータ１９０
６とインターフェースをとり、収集されたデータに基づいて、分析を行なう。
【００７４】
　本主題システムの実施形態は、本発明によって提供される壁運動データの臨床的有用性
を向上させるために、他の生理学的センサを組み込む。例えば、全身的圧力の低下に直面
する壁運動の最適化は、不適切なペーシング、構成要素故障、または他の潜在する生理学
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的有害条件（例えば、出血性ショック）の指標であろうため、統合される圧力センサは、
自己最適化心臓再同期ペーシングシステムに重要な検証手段を提供し得る。また、１つ以
上の圧力センサは、電気的介入（例えば、心室細動）を必要とする悪性不整脈の診断にお
いて使用される重要な情報を提供可能である。また、他のセンサの組み込みも想定される
。
【００７５】
　着目エフェクタは、本出願の発明者らのうちの少なくとも一部による以下の出願に記載
のエフェクタを含むが、それらに限定されない。米国特許出願第１０／７３４４９０号（
第２００４０１９３０２１号として公開）「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏ
ｒ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ａｎｄ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ　Ｈｅｍｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｐａ
ｒａｍｅｔｅｒｓ」、米国特許出願第１１／２１９，３０５（第２００６００５８５８８
号として公開）「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｆｏｒ　Ｔｉｓｓｕｅ
　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｍｏｎｉｔｏｉｎｇ」、国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０
０５／０４６８１５号「Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ａｄｄｒｅｓｓａｂｌｅ　Ｓｅｇｍｅ
ｎｔｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ」、米国特許出願第１１／３２４，１９６号「Ｉｍｐｌ
ａｎｔａｂｌｅ　Ａｃｃｅｌｅｒｏｍｅｔｅｒ－Ｂａｓｅｄ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｗａｌｌ
　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ」、米国特許出願第１０／７６４，４２９号「Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｃａｒｄｉａ
ｃ　Ｐａｃｉｎｇ」、米国特許出願第１０／７６４，１２７号「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ
　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ
ｓ」、米国特許出願第１０／７６４，１２５号「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　遠隔Ｈｅｍｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ」、国際出願第ＰＣＴ／　
ＵＳ２００５／０４６８１５号「Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｈｅｒｍｅｔｉｃａｌｌｙ　
Ｓｅａｌｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ」、米国特許出願第１１／３６８，２５９号「Ｆｉ
ｂｅｒｏｐｔｉｃ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ」、国際出願第ＰＣＴ／
ＵＳ２００４／０４１４３０号「Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓ
ｏｒｓ」、米国特許出願第１１／２４９，１５２号「Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｄｏｐｐ
ｌｅｒ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　Ｓｙｓｔｅｍ」、および米国仮特許出願第６０／６１７
，６１８号、国際出願第ＰＣＴ／ＵＳＵＳ０５／３９５３５号「Ｃａｒｄｉａｃ　Ｍｏｔ
ｉｏｎ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｓｔｒａｉｎ　Ｇａｕｇｅ」。これ
らの出願は、参照することによって、全体として、本明細書に組み込まれる。
【００７６】
　本発明の埋込型実施形態では、所望に応じて、壁運動、圧力、および他の生理学的デー
タは、埋込型コンピュータによって記録可能である。そのようなデータは、自動または手
動分析のために、周期的に、コンピュータシステムおよびインターネットを含むコンピュ
ータネットワークにアップロード可能である。
【００７７】
　アップリンクおよびダウンリンクテレメトリ能力は、所与の埋込型システム内に提供さ
れ、遠隔に配置される外部医療用デバイス、または患者の身体上のより近位の医療用デバ
イス、あるいは別の患者の身体内の多室モニタ／療法送達システムと通信可能であり得る
。上述の種類の格納される生理学的データならびにリアルタイムで生成される生理学的デ
ータおよび非生理学的データは、ダウンリンクテレメトリ送達問い合わせ命令に応答して
、アップリンクＲＦテレメトリによって、システムから外部プログラマまたは他の遠隔医
療用デバイスに伝送可能である。リアルタイム生理学的データは、典型的には、リアルタ
イムにサンプリングされる信号レベル、例えば、心臓内心電図振幅値、および本発明に従
って発生される次元信号を含む、センサ出力信号を含む。非生理学的患者データは、現在
プログラムされているデバイス動作モードおよびパラメータ値、バッテリ状態、デバイス
ＩＤ、患者ＩＤ、埋込日、デバイスプログラミング履歴、リアルタイム事象マーカ等を含
む。埋込型ペースメーカーおよびＩＣＤに照らして、そのような患者データは、プログラ
ムされた感知増幅器感度、ペーシングまたは電気的除細動パルス振幅、エネルギー、およ
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性能に関連する蓄積された統計、例えば、検出された不整脈エピソードおよび適用される
療法に関連するデータを含む。したがって、多室モニタ／療法送達システムは、種々のそ
のようなリアルタイムまたは格納された生理学的あるいは非生理学的データを展開し、そ
のような展開されたデータは、本明細書では、集合的に「患者データ」と称される。
【００７８】
　（データ処理）
　例えば、上述のように、電気断層撮影方法およびシステムを使用して取得される電気断
層撮影データは、所望に応じて、例えば、データが採用される特定の用途に応じて、生デ
ータとして、または処理されて、採用され得る。
【００７９】
　ある実施形態では、データは、単独で、または非ＥＴデータ（他の種類の生理学的セン
サ、例えば、ｐＨセンサ、圧力センサ、温度センサ等から取得されるデータ等）と組み合
わせて採用され、着目心臓パラメータ等の１つ以上の生理学的着目パラメータを判定する
。
【００８０】
　本アプローチを使用して測定される心臓性能のパラメータは、直接および間接的の両方
で測定可能である。直接測定可能なパラメータの実施例は、心室内および心室間同期の両
方の測定値を含む、心臓壁運動、収縮期および拡張期の両方における心筋位置、速度、お
よび加速の測定値、ピーク収縮期僧帽弁速度を含む、収縮期および拡張期の両方における
僧帽弁位置、速度、および加速の測定値、左心室拡張終期容量および径、左心室収縮末期
容量および径、駆出率、１回拍出量、心拍出量、ひずみ速度、電極間距離、心拍間変動、
ならびにＱＲＳ持続時間を含むが、それらに限定されない。間接的に測定可能なパラメー
タは、ｄＰ／ｄｔ（収縮性の代用）、ｄＰ／ｄｔｍａｘ、僧帽弁流を含む、流動の計算測
定値、僧帽弁逆流、拍出量、心拍出量を含むが、それらに限定されない。心臓患者の管理
において有用な、本発明の電気断層撮影システムを使用して測定可能な他のパラメータは
、経胸腔的インピーダンス、心臓捕捉閾値、横隔神経捕捉閾値、温度、呼吸速度、活性レ
ベル、ヘマトクリット値、心音、睡眠時無呼吸判定を含むが、それらに限定されない。い
くつかの実施形態では、付加的センサ（例えば、流量センサ、温度センサ、圧力センサ、
加速度計、マイクロホン等）を使用して、生理学的または心臓パラメータを取得し得る。
本方法によって取得される生データおよび処理データは両方とも、心臓性能を評価するた
めに、表示および使用可能である。
【００８１】
　本発明のＥＴシステムを使用して測定可能またはＥＴシステムデータと併用されるパラ
メータは、以下を含むが、それらに限定されない。
【００８２】
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【００８４】
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【００８５】
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【００８６】
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【００８７】
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【化６】

　したがって、着目パラメータの値は、本方法およびシステムによって提供されるＥＴデ
ータから取得可能である。パラメータは、ＥＴデータからのみ導出されるもの、または、
ＥＴおよび非ＥＴデータ、例えば、上述のような他の種類の生理学的センサからのデータ
の両方から導出されるものであり得る。
【００８８】
　（データ表示）
　ある実施形態では、取得されるデータは、ユーザに表示され、表示されるデータは、生
データ、または、例えば、１つ以上のデータ処理アルゴリズムを使用して処理されたデー
タであり得る。表示されるデータは、任意の便宜的形態で表示され得、例えば、紙等の被
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印刷物上に印刷され、コンピュータモニタ等のディスプレイ上に提供される。ディスプレ
イは、プロット、グラフ、または任意の他の便宜的形態であってもよく、形態は、２次元
、３次元、非ＥＴ源からの内包データ等であり得る。着目ディスプレイは、ＰＣＴ出願第
ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１２２４６号「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｍｕｌｔｉ－Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｐａｃｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｃａｒｄｉａｃ　
Ｒｅｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ」（２００６年３月３１日出願）、および米国特許
出願第１１／７３１，７８号（２００７年３月３０日出願）（本開示は、参照することに
よって、本明細書に組み込まれる）に開示されるものを含むが、それらに限定されない。
【００８９】
　ある実施形態では、データは、グラフィカルユーザインターフェースにおいて、ユーザ
に表示される。「グラフィカルユーザインターフェース」（ＧＵＩ）とは、マウスを使用
して、アイコン、ウィンドウ、およびメニューを特徴とするディスプレイ画面上のテキス
トおよび画像を操作することによって等、コンピュータプログラムの使用を標準化および
単純化するように設計されたソフトゥエアインターフェースを指すものとして使用される
。着目ＧＵＩは、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１２２４６号「Ａｕｔｏｍａｔ
ｅｄ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｕｌｔｉ－Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｐａｃｉｎ
ｇ　ｆｏｒ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｒｅｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ」（２００６年３月
３１日出願）、および米国特許出願第１１／７３１，７８号（２００７年３月３０日出願
）に開示されるものを含むが、それらに限定されない（本開示は、参照することによって
、本明細書に組み込まれる）。ＧＵＩディスプレイは、感知またはペースメーカーリード
線の埋め込み、ＣＲＴパラメータの初期調節または後の臨床医のオフィスにおけるＣＲＴ
パラメータの「調整」、および心臓性能の長期的追跡等、臨床的状況において、臨床医を
補助するために調整可能であるが、それらに限定されない。
【００９０】
　（用途）
　組織部位移動を評価する電場断層撮影方法は、種々の異なる用途における使用を見出す
。上述のように、本主題発明の重要な用途は、心臓再同期（ＣＲＴ、また、両心室ペーシ
ングとも称される）における使用のためのものである。当該分野では周知のように、ＣＲ
Ｔは、心不全患者の遅延左心室機構を治療する。非同期心臓では、心室中隔は、多くの場
合、左心室の自由壁の部分に先立って、収縮するであろう。そのような状況では、心室収
縮の時間的経過が延長され、心室内圧に対して、左心室によって行なわれる仕事量の総量
は、多大となる。しかしながら、１回拍出量および効果的心拍出量の形態で身体上に送達
される実際の仕事量は、予測されるよりも少ない。本主題断層撮影アプローチを使用して
、左側心室の電気機械的遅延が評価され、得られたデータは、例えば、上述および／また
は当該分野で周知の、ならびに米国特許第６，７９５，７３２号（本開示は、参照するこ
とによって、本明細書に組み込まれる）の２２段落５行目から２４段落３４行目までにお
いて検討されるアプローチを使用して、ＣＲＴにおいて採用可能である。
【００９１】
　完全埋込型システムでは、多電極リード線上のペーシング電極の場所およびペーシング
タイミングパラメータは、ペースメーカーによって、継続的に最適化され得る。ペースメ
ーカーは、多くの場合、ＣＲＴを最適化するために、心室内非同期性、心室間非同期性、
または左心室側壁の電気機械的遅延を最小限にする場所およびパラメータを判定する。ま
た、本心臓壁運動感知システムは、ＣＲＴを最適化するために、心臓リード線の設置手技
の際に使用可能である。外部コントローラは、リード線の設置の際、心臓リード線および
皮膚パッチ電極に接続可能である。皮膚パッチは、ペースメーカーがリード線に接続され
るまで、基準電極として作用する。本シナリオでは、例えば、ＣＲＴのための最適左心室
心臓静脈部位は、心室内非同期性を実際に測定することによって判定される。
【００９２】
　本主題方法およびデバイスを使用して、実際に開ループ方法において、または閉ループ
方法においてほぼ継続的に、再同期ペースメーカーを調節可能である。
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【００９３】
　ある実施形態では、本システムおよび方法を採用して、他の電極場所間の連結を測定す
る。電極対の設置および選択は、測定される物理的現象を判定するであろう。例えば、右
心室内の電極と右心房内の電極との間の電圧連結は、三尖弁の開閉のタイミングの指標を
提供する。ある実施形態では、単一リード線上の多数の電極である。例えば、ＬＶペーシ
ングリード線は、大静脈から、冠状静脈洞を通して、ＬＶ自由壁上の心臓静脈内に延在す
る従来のペーシング電極に加えて、電極を有し得る。異なる対のこれらの電極を選択する
ことによって、所望に応じて、心臓の運動の異なる側面が測定され得る。
【００９４】
　また、本主題方法およびデバイスは、虚血検出において採用可能である。急性虚血性事
象の場合、そのような虚血の第１の指標のうちの１つは、無動、すなわち、筋肉の硬化に
よる虚血組織の壁運動の低下であることは広く理解されている。したがって、本方法およ
びデバイスは、局所的壁運動を圧力等の全体的パラメータと比率的に比較することによっ
て、虚血性プロセスの非常に感度の高い指標を提供する。非監視壁セグメントおよびその
潜在的虚血に関する重要な情報を導出可能である。例えば、非監視区画が虚血性になる場
合、監視セグメントは、全身の圧力を維持するために、より激しく機能しなければならず
、比較的に大運動量を有することになり、したがって、比率分析は、その事実を明らかに
するであろう。
【００９５】
　また、本主題方法およびデバイスは、不整脈検出用途における使用を見出す。現在の不
整脈検出回路は、心臓内の電気的活性に依存する。したがって、そのようなアルゴリズム
は、不整脈の電気的雑音を混乱させやすい。また、機械的分析が異なる潜在的な生理学的
プロセスを明らかにする場合、電気的事象に基づく不整脈を誤認または誤って特徴化する
可能性がある。
【００９６】
　故に、本主題発明が使用を見出す付加的用途は、ペーシングまたは不整脈の際の電気機
械的解離の検出、有意および非有意心室性頻脈の血行動態的区別、心拍出量の監視、自動
捕捉アルゴリズムのための捕捉または捕捉損失の機械的確認、心不全のための多部位ペー
シングの最適化、心筋収縮性に基づく速度応答ペーシング、失神の検出、心房および心室
性頻脈性不整脈の検出または分類、機械的事象の検出に基づく感知増幅器感度の自動調節
、ペースメーカーモード切り替えの判定、高速かつ侵襲性対低速かつ低侵襲性抗頻脈性不
整脈療法の必要性の判定、または療法送達後の弱鼓動心臓の補償の必要性の判定（これら
の代表的用途は、米国特許第６，７９５，７３２号（本開示は、参照することによって、
本明細書に組み込まれる））においてさらに詳細に検討される）等を含むが、それらに限
定されない。
【００９７】
　ある実施形態では、本主題発明を採用して、ＣＨＦの薬理学的管理における進展に対す
る障害を克服する（その進展は、患者を生理学的に階層化し、療法の変動に応答して個別
に評価することができないことによって停滞している）。ＣＨＦのための最適医療療法は
、いくつかの薬剤の同時投与を含むことが、広く容認されている。新しい剤を添加するこ
と、または既存の剤の相対用量を調節することにおける進歩は、時間がかかり、かつ高価
な、長期的罹患率および死亡率試験にのみ依存する必要性によって停滞している。加えて
、類似症状分類の患者は、生理学的に類似であると想定されることが多いため、臨床試験
患者集団の推定的均質性は、多くの場合、誤っている可能性がある。投薬計画変動の急性
効果が正確に定量化され得るように、重要な心臓性能および患者コンプライアンスデータ
を捕捉するように設計される埋込型システムを提供することが望ましい。これは、長期無
作為化罹患率および死亡率研究における最終的試験のために、改良された投薬計画を設計
する際に有益な代理の評価項目となり得る。加えて、定量的血行動態分析は、非応答者か
らの薬物応答者の優れた分離を可能とし、それによって、検出され、適切に評価され、最
終的に市販のために承認される有望な効果を伴う療法を可能にし得る。本発明は、上述を
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可能にする。ある実施形態では、本発明は、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６
３７０号「Ｐｈａｒｍａ－ｌｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ｓｙｓｔｅｍ」（２００６年４月２
８日出願、本開示は、参照することによって、本明細書に組み込まれる）に記載のシステ
ムと併用される。
【００９８】
　ある実施形態では、電極（例えば、多電極リード線）は、心臓内に設置可能であって、
着目心臓パラメータ、例えば、血液温度、心拍数、血圧、移動データ（同期データを含む
）、ならびに薬物療法コンプライアンスを測定するために採用可能な、受信機に接続され
る。取得されたデータは、受信機内に格納される。本構成の実施形態は、早期心不全診断
ツールとして採用され得る。本構成は、最適化された治療管理によって、密接に監視し、
安定に維持することを目標として、心不全の早期における対象内に設置され得る。最終的
に、刺激療法が必要な場合、受信機は、その後、刺激電極を採用して、適切なペーシング
療法を対象に提供し得る、埋込型パルス発生器と置換され得る。
【００９９】
　非心臓用途は、一例として、肺内のうっ血の測定、脳内流体量の判定、膀胱の膨張の評
価等、当業者には容易に明白となるであろう。また、他の用途は、胃等の身体の多くの臓
器の可変特徴を評価することを含む。その場合、食事後、本発明は、胃を測定し、それが
生じたかどうかを判定可能である。本発明からのデータは、本質的に数値的性質であるた
め、これらの患者は、自動的に刺激され、過食の場合、食事を停止し、または拒食症の場
合、食事を促進することが可能である。また、本発明のシステムを採用して、患者の脚の
充満液を測定し、浮腫または他の種々の臨床的用途を評価可能である。
【０１００】
　（コンピュータ可読記憶媒体）
　本主題発明の１つ以上の側面は、本主題方法を実装するためにその上に格納されたプロ
グラミングを有する、コンピュータ可読媒体の形態であり得る。コンピュータ可読媒体は
、例えば、電子的、磁気的、光学的、または他の手段によって、格納されるデータ等を含
むことが可能な、コンピュータディスク（ＣＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、磁
気「ハードカード」、サーバ、あるいは任意の他のコンピュータ可読媒体の形態であり得
る。故に、本主題方法を実行するためのステップを具現化する格納されたプログラミング
は、例えば、コンピュータネットワーク、サーバ、あるいは他のインターフェース接続、
例えば、インターネットまたは他の中継手段を使用することによって、プロセッサに伝送
もしくは通信され得る。
【０１０１】
　より具体的には、コンピュータ可読媒体は、本主題方法を実行するためのアルゴリズム
を具現化する、格納されたプログラミングを含み得る。故に、そのような格納されたアル
ゴリズムは、例えば、本主題方法を実行する埋込型医療用デバイスを動作させることによ
って、本主題方法を実践するように構成される、または別様に実践可能である。また、本
主題アルゴリズムおよび関連付けられたプロセッサは、適切な調節を実装可能であり得る
。
【０１０２】
　特に着目すべきは、ある実施形態では、システムが本主題方法を実践するように構成さ
れるように、そのようなコンピュータ可読媒体を搭載するシステムが存在する。
【０１０３】
　（キット）
　また、上述のように、本主題方法を実践する際に使用するためのキットが提供される。
キットは、少なくとも、上述のように、コンピュータ可読媒体を含む。コンピュータ可読
媒体は、他のデバイスまたはシステムの構成要素、あるいはアダプタモジュール、ペース
メーカー等のキット内のその構成要素であり得る。また、キットおよびシステムは、本主
題エネルギー源との使用を見出すいくつかのオプション構成要素含み得、埋込デバイス等
を含むが、それに限定されない。
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【０１０４】
　本主題キットのある実施形態では、キットは、それを取得するために、本主題デバイス
または要素を使用するための指示をさらに含み（例えば、ユーザに指示を提供するウェブ
ページへと誘導するウェブサイトＵＲＬ）、これらの指示は、典型的には、被印刷物上に
印刷され、被印刷物は、添付文書、パッケージ、試薬容器等のうちの１つ以上であり得る
。本主題キットでは、１つ以上の構成要素は、便宜的または望ましいように、同一または
異なる容器内に存在する。
【０１０５】
　上述の結果および議論から明白なように、本主題発明は、数多くの利点を提供する。本
主題発明の種々の実施形態の利点は、低消費電力、多数の線の可能な位置のリアルタイム
識別（１つ以上）、指標が相対的であって、主に、時間領域において着目されることによ
る耐雑音性を含むが、それらに限定されない。本アプローチのさらなる利点は、位置を判
定するための付加的カテーテルまたは電極の必要がないことである。むしろ、ペーシング
および除細動のために既に使用されている既存の電極を使用して、身体またはペーシング
装置を干渉しないように設計される１つ以上の周波数において、ＡＣインパルスを投入可
能である。したがって、本主題発明は、当該分野に対し、著しい貢献を表す。
【０１０６】
　本発明は、記載される特定の実施形態に限定されず、したがって、可変であり得ること
を理解されたい。また、本発明の範囲は、添付の請求項によってのみ限定されるため、本
明細書で使用される用語は、特定の実施形態を説明することのみを目的とし、限定するこ
とを意図していないことを理解されたい。
【０１０７】
　ある範囲の値が提供される場合、各介在値は、別途明示的に記載されない限り、その範
囲の上限および下限値と任意の他の記載またはその記載範囲内の介在値との間の最小目盛
りの１０分の１まで、本発明内に包含されるものと理解されたい。これらのより小範囲の
上限および下限値は、その小範囲内に独立して含められてもよく、また、記載される範囲
内の任意の具体的に排除される限界値に制約されて、本発明内に包含される。記載される
範囲が、一方または両方の限界値を含む場合、それらの含められる限界値の一方または両
方を排除する範囲もまた、本発明に含められる。
【０１０８】
　ある範囲は、用語「約」によって先行される数値を伴って、本明細書では提示される。
用語「約」とは、本用語が先行する正確な数字、ならびに本用語が先行する数字近傍また
は近似する数字に対して文言上の支持を提供するために本明細書では使用される。ある数
字が、具体的に引用される数字の近傍または近似するかどうかを判定する際、引用されて
いない近傍または近似する数字は、提示される文脈において、具体的に引用される数字の
実質的同等物を提供する数字であり得る。
【０１０９】
　別途定義されない限り、本明細書で使用される全技術および科学用語は、本発明が属す
る当業者によって一般的に理解されるものと同一意味を有する。また、本発明の実践また
は試験の際、本明細書に記載のものと類似または同等の任意の方法および材料も使用可能
であるが、ここでは、代表的な例証的方法および材料が説明される。
【０１１０】
　本明細書に引用される全刊行物および特許は、各個々の刊行物または特許が、具体的か
つ個別に示され、参照することによって、組み込まれるように、参照することによって、
本明細書に組み込まれ、引用される刊行物と関連する方法および／または材料を開示なら
びに説明するように、参照することによって、本明細書に組み込まれる。任意の刊行物の
引用は、出願日に先行するその開示のためのものであって、本発明が、先行発明という理
由から、そのような刊行物に先行する権利が与えられるものではないという承認として解
釈されるべきではない。さらに、提供される刊行物の日付は、実際の公開日と異なる場合
があり、個々に確認する必要があり得る。
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【０１１１】
　本明細書および添付の請求項で使用されるように、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「
ｔｈｅ」は、別途明示的に記載されない限り、複数形を含むことに留意されたい。さらに
、請求項は、任意のオプション要素を排除するように作成され得ることに留意されたい。
したがって、本記述は、請求項要素の引用と併用される「単に」、「のみ」等の排他的用
語の使用、または「否定的」限定の使用の根拠の役割を果たすものとして意図される。
【０１１２】
　本開示を熟読することによって、当業者には明白となるように、本明細書に説明および
例証される個々の実施形態はそれぞれ、本発明の範囲または精神から逸脱することなく、
容易に、他のいくつかの実施形態のうちのいずれかの特徴から分離される、あるいはそれ
らと組み合わせられ得る、個別の成分および特徴を有する。任意の引用される方法は、引
用される事象の順番で、または論理的に可能な任意の他の順番で実行可能である。
【０１１３】
　上述の発明は、理解を明白にする目的のために、例証および例示として、ある程度詳細
に説明されたが、本発明の教示に照らして、添付の請求項の精神または範囲から逸脱する
ことなく、ある変更および修正が成され得ることは、当業者には容易に明白であろう。
【０１１４】
　故に、上述は、単に本発明の原理を示す。当業者は、本明細書では明示的に説明または
図示されないが、本発明の原理を具現化し、その精神および範囲内に含まれる、種々の配
列を考案可能であることを理解されたい。さらに、本明細書に引用される全実施例および
条件付き専門用語は、原理として、当該分野を推進する発明者らによって寄与される本発
明の原理および概念を理解する際に読者を補助することを意図し、そのような具体的に引
用される実施例および条件に限定されるものではないと解釈されたい。さらに、本発明の
原理、側面、および実施形態、ならびにその特定の実施例を引用する本明細書における全
記述は、その構造的および機能的同等物の両方を包含するものと意図される。加えて、そ
のような同等物は、現在周知の同等物および今後開発される同等物、すなわち、構造にか
かわらず、同一機能を果たすように開発される任意の要素の両方を含むことが意図される
。したがって、本発明の範囲は、本明細書に図示および説明される例示的実施形態に限定
されるものではないことが意図される。むしろ、本発明の範囲および精神は、添付の請求
項によって具現化される。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月9日(2010.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　本主題方法を使用して取得されるデータは、監視用途、治療用途等を含むが、それらに
限定されない、種々の異なる用途において採用され得る。本主題方法から取得されるデー
タが使用を見出す用途は、以下にさらに詳細に検討される。
（項目１）
　対象内の組織部位の運動を評価するための方法であって、
　（ａ）組織部位が電場内に存在するように、スペクトラム拡散電場を発生させることと
、
　（ｂ）該組織部位に安定的に付随する第１の感知電極から初期信号を取得することと、
　（ｃ）該初期信号を逆畳み込みし、最終信号を取得することと、
　（ｄ）該最終信号から該組織部位の運動を評価することと
　を包含する、方法。
（項目２）
　前記スペクトラム拡散電場は、疑似乱数列を使用して発生される、項目１に記載の方法
。
（項目３）
　前記スペクトラム拡散電場は、周波数ホッピングスペクトラム拡散電場である、項目２
に記載の方法。



(32) JP 2010-533046 A 2010.10.21

（項目４）
　前記スペクトラム拡散電場は、直接シーケンススペクトラム拡散電場である、項目１に
記載の方法。
（項目５）
　前記方法は、単一スペクトラム拡散電場を発生させることを包含する、項目１に記載の
方法。
（項目６）
　前記方法は、２つ以上のスペクトラム拡散電場を発生させることを包含する、項目１に
記載の方法。
（項目７）
　前記２つ以上のスペクトラム拡散電場は、それぞれが固有の拡散コードを使用して発生
される、項目６に記載の方法。
（項目８）
　前記２つ以上のスペクトラム拡散電場は、共通の拡散コードを使用して発生される、項
目６に記載の方法。
（項目９）
　前記方法は、３つのスペクトラム拡散電場を発生させることを包含する、項目１に記載
の方法。
（項目１０）
　前記方法は、３つの実質的に直交スペクトラム拡散電場を発生させることを包含する、
項目９に記載の方法。
（項目１１）
　前記初期および最終信号は、電圧である、項目１に記載の方法。
（項目１２）
　前記方法は、第２の組織部位に安定的に付随する第２の感知電極から最終信号を取得す
ることを採用することをさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目１３）
　前記評価することは、心臓パラメータを判定することを包含する、項目１に記載の方法
。
（項目１４）
　前記スペクトラム拡散電場は、内部で発生される、項目１に記載の方法。
（項目１５）
　前記スペクトラム拡散電場は、外部で発生される、項目１に記載の方法。
（項目１６）
　前記感知電極は、キャリア上に存在する、項目１に記載の方法。
（項目１７）
　前記キャリアは、リード線である、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
　前記リード線は、単一感知電極を備える、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
　前記リード線は、多電極リード線である、項目１７に記載の方法。
（項目２０）
　前記多電極リード線は、多重リード線である、項目１９に記載の方法。
（項目２１）
　前記多電極リード線は、セグメント化電極を備える、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　組織部位の移動を評価するためのシステムであって、
　（ａ）スペクトラム拡散電場発生要素と、
　（ｂ）心臓組織部位に安定的に付随するように構成される、感知電極と、
　（ｃ）該感知電極から取得される信号を採用して、項目１から２１のいずれか１項に記
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載の方法によって、組織の移動を評価するように構成される、信号処理要素と
　を備える、システム。
（項目２３）
　格納された処理プログラムを有し、該処理プログラムは、プロセッサを作動させて、項
目２２に記載のシステムを作動させ、項目１から２１のいずれか１項に記載の方法を実行
する、コンピュータ可読記憶媒体。
 
 
 
【手続補正２】
【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】
　対象内の組織部位の運動を評価するためのシステムであって、
　（ａ）スペクトラム拡散電場発生要素と、
　（ｂ）該組織部位に安定的に付随して、初期信号を取得するように構成される第１の感
知電極と、
　（ｃ）該初期信号を逆畳み込みし、最終信号を取得する手段と、
　（ｄ）該最終信号から該組織部位の運動を評価する手段と
　を包含する、システム。
【請求項２】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、疑似乱数列を使用して、スペクトラム拡散電場
を発生させるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記スペクトラム拡散電場は、周波数ホッピングスペクトラム拡散電場である、請求項
２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、直接シーケンススペクトラム拡散電場を発生さ
せるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、単一スペクトラム拡散電場を発生させるように
構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、２つ以上のスペクトラム拡散電場を発生させる
ように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、それぞれが固有の拡散コードを使用して、前記
２つ以上のスペクトラム拡散電場を発生させ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】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、共通の拡散コードを使用して、前記２つ以上の
スペクトラム拡散電場を発生させるように構成される、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、３つのスペクトラム拡散電場を発生させるよう
に構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、３つの実質的に直交スペクトラム拡散電場を発
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生させるように構成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記初期および最終信号は、電圧である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記システムは、第２の組織部位に安定的に付随して、最終信号を取得するように構成
される第２の感知電極をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記評価することは、心臓パラメータを判定することを包含する、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項１４】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、内部でスペクトラム拡散電場を発生させるよう
に構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記スペクトラム拡散電場発生要素は、外部でスペクトラム拡散電場を発生させるよう
に構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記感知電極は、キャリア上に存在する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記キャリアは、リード線である、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記リード線は、単一感知電極を備える、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記リード線は、多電極リード線である、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記多電極リード線は、多重リード線である、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記多電極リード線は、セグメント化電極を備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　組織部位の移動を評価するためのシステムであって、
　（ａ）スペクトラム拡散電場発生要素と、
　（ｂ）心臓組織部位に安定的に付随するように構成される、感知電極と、
　（ｃ）該感知電極から取得される信号を採用して、組織の移動を評価するように構成さ
れる、信号処理要素と
　を備える、システム。
【請求項２３】
　格納された処理プログラムを有し、該処理プログラムは、プロセッサを作動させて、請
求項１から２２のいずれか１項に記載のシステムを作動させる、コンピュータ可読記憶媒
体。
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