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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択されるモードでペーシング治療を送出するモード切り換え能力を有する埋め込み可
能デバイス（ＩＭＤ）であって、
　心房リード線と、
　心室リード線と、
　メモリと、
　前記心室リード線及び前記メモリに電子的に接続した処理モジュールであって、該処理
モジュールは、第１の心周期の間に、予め制定された基準が、検知されるか、又は、前記
心室リード線を介して送出される場合、前記第１の心周期の間に、前記メモリにフラグを
セットし、前記第１の心周期に引き続く第２の心周期の始動時に、前記フラグがセットさ
れているか否かを判定する、処理モジュールと、
　コントローラであって、前記フラグがセットされている場合、前記第２の心周期の間、
前記選択されるモードにとどまったままで、心房補充収縮間隔を始動するとともに心室ペ
ーシングを阻止し、前記フラグがセットされていない場合、前記第２の心周期の間、前記
選択されるモードにとどまったままで、ＡＶ間隔及び心室ペーシングパルスを始動する、
コントローラとを備え、
　前記選択されるモードが、心室事象の存在に関わらずにＡ－Ａ間隔の持続時間が固定さ
れるモード（ＦＩＤＤＩモード）であり、
　前記ＦＩＤＤＩモードは、二腔モードで動作している間の第１の心周期について実施さ
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れる第１の組のパラメータであって、それによって、実施されるパラメータは、前記第１
の心周期の間、心室ペーシングパルスの送出を阻止する、第１の組のパラメータと、前記
二腔モードで動作している間の引き続く第２の心周期において実施される第２の組のパラ
メータであって、それによって、心室ペーシングは、抑止されなければ送出される、第２
の組のパラメータとを含み、
　前記第１の組のパラメータは、ＡＶ間隔をＡ－Ａ間隔に等しい持続時間に設定すること
を含み、
　前記第２の組のパラメータは、ＡＶ間隔をＡ－Ａ間隔より小さい持続時間に設定するこ
とを含む、
埋め込み可能デバイス。
【請求項２】
　前記選択されるモードのままで、複数の心周期を監視し、心室活動を持たない心周期の
再発が、所定のしきい値に達する場合、モード切り換えを始動するモードスーパバイザモ
ジュールをさらに備える、請求項１に記載の埋め込み可能デバイス（ＩＭＤ）。
【請求項３】
　前記再発は、時間的に近い引き続く心周期に関連する、請求項２に記載の埋め込み可能
デバイス（ＩＭＤ）。
【請求項４】
　促進心房ペーシングしきい値試験を行うために、前記ＦＩＤＤＩモードを実施する手段
をさらに備える、請求項１に記載の埋め込み可能医療デバイス。
【請求項５】
　内因性伝導が不十分である時に、前記ＦＩＤＤＩモードから別のモードへモード切り換
えする手段をさらに備える、請求項１に記載の埋め込み可能医療デバイス。
【請求項６】
　ＦＩＤＤＩが心室ペーシングパルスを送出する場合、内因性伝導は不十分である、請求
項５に記載の埋め込み可能医療デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、埋め込み可能医療デバイスに関する。より詳細には、本発明は、埋め込み可
能なペースメーカ、カーディオバータ、及びディフィブリレータに関する。
　本発明は、２０００年１２月２１日に出願された特許出願第０９／７４６，５７１号の
一部継続出願である、２００２年９月１７日に出願された特許出願第１０／２４６，８１
６号の一部継続出願であり、両出願は、参照によりその全体が本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　心臓状況を監視し、適切である時に治療を送出するのに使用される種々の埋め込み可能
医療デバイス（ＩＭＤ）が存在する。ペースメーカ及びディフィブリレータは、単独で又
は組み合わせて、通常、心周期に関連する事象を検知し、電気刺激を送出して所望の結果
をもたらす。ペースメーカは、心調律を維持するか、又は、制御するために、心周期を検
知し、所定の間隔で低いエネルギーパルスを送出して、心房、心室、又は両方の心臓組織
を脱分極させる。ディフィブリレータは、心臓をディフィブリレーション（除細動）し、
洞調律を回復するために、心房又は心室の細動を検知し、高いエネルギー刺激を送出する
。一般に、埋め込み可能なカーディオバータ／ディフィブリレータ（ＩＣＤ）と呼ばれる
単一のデバイス内に、両方の型の機能が含まれる。
【０００３】
　心周期は、ＥＫＧ又はＥＧＭ上のＰ波によって表される、ＳＡ結節で開始する心房の脱
分極で始まる。脱分極波は、心房を通って進むため、ＡＶ結節に遭遇し、遅延（ＡＶ間隔
）を受け、遂には、心室を脱分極させ、心室の脱分極は、ＥＫＧ又はＥＧＭ上にＱＲＳ群
として現れる。心室の後続する再分極は、Ｔ波として現れる。その最も基本的なレベルに
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おいて、心周期は、心房（Ａ）事象又はＰ波と、それに続く、心室（Ｖ）事象又はＲ波か
らなる。こうした事象は、内因性であるか、又は、ペーシングされるかのいずれかである
。そのため、所定期間にわたって、複数の周期が、反復性のＡ－Ｖ－Ａ－Ｖパターンを生
成するだけである。
【０００４】
　タイミングをとるために、心周期のこの概要は、少数の比較的単純なオプションをもた
らす。Ａ－Ａ間隔は、実際上、完全な周期であり、後続する心房事象間の間隔又は時間を
表す。同様に、Ｖ－Ｖ間隔は、後続する心室事象間の時間であり、同様に、完全な周期を
表す。ＡＶ間隔は、心房事象と心室事象との間の時間であり、ＶＡ間隔は、心室事象と後
続する心房事象との間の時間である。
【０００５】
　非常に基本的であり、間違いなく、既知であるが、これらの種々の間隔は、ＩＣＤのタ
イミングをとるのに使用される枠組を表す。たとえば、完全房室ブロックを有する患者で
は、心房脱分極は、普通に起こる可能性があるが、脱分極波は、心室に達することができ
ない。そのため、心室は、心房レートより通常低い、心室自身の内因性レートで、心房か
ら独立して脱分極する。心室をペーシングするように構成されたＩＣＤは、心房脱分極を
検知することになる。次に、Ａが検知されると、ＡＶ補充収縮間隔タイマが開始される。
ＡＶ補充収縮間隔の終了によって、ペーシングパルスが送出される。
【０００６】
　ＩＣＤが従うことになる、特定の規則、タイマ、トリガ、及びオペレーションは、動作
モードによって規定される。ＮＢＧペースメーカコード（ＮＡＳＰＥ／ＢＰＥＧ包括(gen
eric)ペースメーカコード)は、通常、所与のモード又はデバイスの機能を包括的に示すの
に使用される。コードは５つの指示を含む。第１の指示はペーシングされる心腔(chamber
)を示し、第２の指示は検知される心腔を示し、第３の指示は検知に対する反応を示し、
第４の指示はプログラム可能性、より一般的には、レート応答性に関しており、第５の指
示は抗頻脈機能に関しており、含まれないことが多い。そのため、ＶＶＩ／Ｒペースメー
カは、心室においてペーシングし、心室において検知し、検知事象に基づいてペーシング
パルスを抑止し、レート応答性である。述べたように、このコードは、包括的にモードを
示し、種々の製造業者は、こうしたモードを異なる方法で、また、異なる特定のパラメー
タによって実施してもよい。
【０００７】
　ＩＣＤは、検知された状況に基づいて、１つのモードから別のモードへ自動的に切り換
わる能力を有することが多い。そのため、単一のリード線を有する単腔ペースメーカは、
単腔モード（たとえば、ＶＶＩ）で機能するだけである場合がある。たとえば、二腔式、
三腔式、又は四腔式のペーシング／検知を有するより複雑なＩＣＤは、単腔モードを含む
利用可能なモードのうちの任意のモードで機能することができることになる。
【０００８】
　デバイスが所与のモードである限り、デバイスは、他の能力に関係なく、そのモードの
規則に従って機能することになる。たとえば、真にＶＶＩモードにあるデバイスは、心房
事象、心房不整脈等に応答しないであろう。こうした心房事象が、ＶＶＩにある間に検出
され、応答を必要とする場合、デバイスは、適切なモードへモード切り換わることになる
。これらのコードの性質が包括的であり、ＩＣＤの能力が常に変わるため、コードは、所
与のモードについての最も近い近似を指示するのに使用されることが多い。そのため、特
定のデバイスについての所与の文脈では、特定のモードは、コードの指示を超える能力を
有する場合がある。しかし、全てのモードは、一組の規則を有することになり、デバイス
は、そのモードで動作する時、これらの規則に違反しないことになる。
【発明の開示】
【０００９】
　一実施の形態では、本発明は、埋め込み可能医療デバイス、たとえば、ペースメーカ又
はＩＣＤ用のモードである。
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　本発明は、埋め込み可能医療デバイスによって心臓ペーシングを選択的に供給する方法
を含む。本方法は、心室活動に応答して、所与の心周期の間にフラグをセットすること、
及び、最新の心周期の開始時にフラグが存在する場合、最新の心周期の間、心室ペーシン
グパルスを阻止することを含む。
【００１０】
　一実施の形態では、本発明は、心臓脱分極を検知する手段を備える埋め込み可能医療デ
バイスである。埋め込み可能医療デバイスはまた、ペーシングする手段と、選択されるモ
ードに従ってペーシングする手段を制御する手段とを備え、１つの選択可能なモードは、
完全抑止型(fully inhibited)ＤＤＩ（ＦＩＤＤＩ）モードである。
【００１１】
　別の実施の形態では、本発明は、心臓脱分極を検知する手段と、選択可能なモードに従
ってペーシングする手段とを備える埋め込み可能医療デバイスである。埋め込み可能医療
デバイスはまた、所与の心周期における心室活動の検知によって、心房ベースのペーシン
グモードへモード切り換えする手段と、所与の心周期の終了時に、心房ベースのペーシン
グモードから二腔モードへモード切り換えする手段とを含み、二腔モードは、二腔モード
で動作している間の第１の心周期について実施される第１の組のパラメータであって、そ
れによって、実施されるパラメータは、第１の心周期の間、心室ペーシングパルスの送出
を阻止する、第１の組のパラメータと、二腔モードで動作している間の引き続く第２の心
周期において実施される第２の組のパラメータであって、それによって、心室ペーシング
は、抑止されなければ送出される、第２の組のパラメータとを含む。
【００１２】
　別の実施の形態では、本発明は、コントローラと、コントローラに動作可能に接続し、
心室ペーシングパルスを送出するとともに心室脱分極を検知するように構成される心室リ
ード線とを備える埋め込み可能医療デバイスである。埋め込み可能医療デバイスはまた、
コントローラに動作可能に接続し、心房ペーシングパルスを送出するとともに心房脱分極
を検知するように構成される心房リード線と、コントローラによって選択可能なペーシン
グモダリティを規定する複数のアルゴリズムを含むメモリとを含み、ペーシングモダリテ
ィのうちの１つは、完全抑止型ＤＤＩである。
【００１３】
　別の実施の形態では、本発明は、埋め込み可能医療デバイス上で実施されると、最新の
心周期において起こる心室活動に応答してフラグをセットすることであって、フラグは後
続する心周期について有効である、フラグをセットすることを、埋め込み可能医療デバイ
スにさせるペーシングモードを規定する命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体である
。さらに、ＩＭＤは、フラグが、所与の心周期の開始時に存在するか否かを判定し、フラ
グが、所与の心周期の開始時に存在する場合、心房補充収縮間隔を始動し、所与の心周期
の開始時に、フラグが存在しない場合、ＡＶ間隔を始動する。さらに、ＩＭＤは、ＡＶ間
隔の終了時に心室ペーシングパルスを送出し、ＡＶ間隔の終了時にＶＡ間隔を始動する。
【００１４】
　本発明はまた、或るモードで埋め込み可能デバイスを動作させる方法を含み、本方法は
、予め制定される基準が、第１の心周期の間に満たされる場合、第１の心周期の間に、フ
ラグをセットすることを含む。本方法はまた、第１の心周期に引き続く第２の心周期の始
動時に、フラグが、セットされている否かを判定すること、フラグがセットされている場
合、第２の心周期の間、そのモードにとどまったままで第１の方法で動作すること、及び
、フラグがセットされていない場合、第２の心周期の間、そのモードにとどまったままで
第２の方法で動作することを含む。
【００１５】
　別の実施の形態では、本発明は、心房リード線と、心室リード線と、メモリとを備える
、選択されるモードでペーシング治療を送出するモード切り換え能力を有する埋め込み可
能医療デバイス（ＩＭＤ）である。ＩＭＤはまた、心室リード線及びメモリに電子的に接
続した処理モジュールを含み、処理モジュールは、第１の心周期の間に、予め制定される
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基準が検知されるか、又は、心室リード線を介して送出される場合、第１の心周期の間に
、メモリにフラグをセットし、第１の心周期に引き続く第２の心周期の始動時に、フラグ
がセットされているか否かを判定する。同様に、コントローラが含まれ、コントローラは
、フラグがセットされている場合、第２の心周期の間、選択されたモードにとどまったま
まで、心房補充収縮間隔を始動し、心室ペーシングを阻止し、フラグがセットされていな
い場合、第２の心周期の間、選択されるモードにとどまったままで、ＡＶ間隔及び心室ペ
ーシングパルスを始動する。
【００１６】
　本発明はまた、埋め込み可能医療デバイスによって心臓ペーシングを選択的に供給する
方法を含む。本方法は、心室活動に応答して、所与の心周期の間にフラグをセットするこ
と、及び、所与の心周期の開始時にフラグが存在しない場合にのみ、最新の心周期の間、
心室ペーシングパルスを送出することを含む。
【００１７】
　複数の実施の形態が開示されるように、本発明のさらに他の実施の形態は、本発明の例
示的な実施の形態を示し、述べる以下の詳細な説明から、当業者に明らかになるであろう
。理解されるように、本発明は、本発明の精神及び範囲から全く逸脱することなく、種々
の明らかな態様における変更が可能である。したがって、図面及び詳細な説明は、本質的
に例示とみなされ、限定的であるとはみなされない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　ここで、図１を参照すると、システムを構成するＩＣＤ（埋め込み可能医療デバイス）
１０並びにリード線１５及び１６が示される。ＩＣＤ１０は、埋め込み可能なカーディオ
バータ－ディフィブリレータであり、又は、埋め込み可能パルス発生器であることもでき
る。こうしたデバイスは、単独で又は組み合わせて、ペーシング、ディフィブリレーショ
ン、カーディオバージョン、及び／若しくは、他の治療を含んでもよいことが理解される
べきである。図示するリード線は、例示的であり、他の特定の形態のリード線が、本発明
の範囲内に入ることが留意される。図示する心室リード線１６は、リード線の遠位端に隣
接して位置する、伸張可能ならせん電極２６及びリング電極２４を有し、らせん電極は、
絶縁性電極ヘッド２７内に伸縮自在に搭載される。電極２４及び２６は、双極心室ペーシ
ングのため、また、心室脱分極の双極検知のために使用される。電極２４及び２６は、双
極ペーシング及び双極検知のために使用される場合があるが、電極２６は、その表面が、
単極動作と呼ばれる状態において共通電極又は不関電極の役目を果たす、デバイスケーシ
ング１０の表面と共に使用されてもよい。心室リード線１６はまた、ディフィブリレーシ
ョンパルス及び／又はカーディオバージョンパルスを送出するための、ＲＶ（右心室）コ
イルと呼ばれることがある、コイル電極２０を保持する。コイル電極２０は、リード線１
６上に配置され、それによって、遠位先端が心室の心尖にある時に、コイル２０が右心室
内に配置される。リード線１６はまた、カーディオバージョンパルスを印加するのに使用
することができるＳＶＣコイル３０を、任意選択で、保持してもよい。リード線１６は、
管状絶縁シース等の適切な手段によって互いから分離され、ＩＣＤデバイス１０と、電極
２０、２４、２６、及び３０のそれぞれの電極との間で電気接続するための、リード線の
長さに延びる、それぞれの同心コイル導体（図示せず）を保持する。
【００１９】
　図示する心房リード線１５は、伸張可能ならせん電極１７及びリング電極２１を有し、
らせん電極は、絶縁性電極ヘッド１９内に伸縮自在に搭載される。電極１７及び２１は、
双極心房ペーシングのため、また、心房脱分極の検知のために使用される。電極１７及び
２１は、双極ペーシング及び双極検知のために使用される場合があるが、電極１７は、そ
の表面が、単極動作と呼ばれる状態において共通電極又は不関電極の役目を果たす、デバ
イスケーシング１０の表面と共に使用されてもよい。この例では、心房リード線１５は、
カーディオバージョンパルス又はディフィブリレーションパルスの検知及び送出に使用す
るためのコイルを装備していないことに留意されたい。このことは、本発明と共に有利に
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使用されてもよい、こうしたアプリケーションを含むことを排除することを意味しない。
【００２０】
　ＩＣＤデバイス１０は、リード線コネクタアセンブリ１３、１４、１８、及び２２がデ
バイス１０のコネクタブロック１２内に挿入された状態で、心房リード線及び心室リード
線と共に示される。本発明の心室リード線と共に使用されてもよいディフィブリレーショ
ンパルス発生器の特定の例は、米国特許第４，９５３，５５１号に開示される。他のＩＣ
Ｄ型ユニットを使用することができる。カーディオバージョンパルス及びディフィブリレ
ーションパルスを送出するための装置の例示的な形態を開示する、米国特許第５，１６３
，４２７号及び第５，１８８，１０５号が参照される。本明細書で使用される場合、用語
「ＩＣＤ型」デバイスは、不整脈を制御するために、ペーシング治療とショック治療の両
方を適用することができる任意のデバイスを指す。
【００２１】
　図２は、本発明を有効に実施することができる埋め込み可能なペースメーカ／カーディ
オバータ／ディフィブリレータの機能略図である。心室不整脈の代わりに、又は、心室不
整脈に加えて心房不整脈を処置するための治療を提供するデバイス、抗頻脈ペーシング治
療を提供しないカーディオバータ及びディフィブリレータ、カーディオバージョン又はデ
ィフィブリレーションを提供しない抗頻脈ペーサ、並びに、神経刺激又は薬物投与等の異
なる形態の抗不整脈治療を送出するデバイスを含む、いろいろなデバイスの実施態様で、
本発明を有効に実施することができると考えられるため、この図は、本発明を具体化する
ことができる１つのタイプのデバイスの適例として考えられるべきであり、制限するもの
として考えらえるべきではない。
【００２２】
　デバイスは、図１に示すようなものであってもよい電極を含むリード線システムを備え
る。もちろん、代替のリード線システムで置き換えられもよい。図１の電極構成が採用さ
れる場合、図示する電極への対応関係は以下の通りである。電極３１１は、電極１６に対
応し、埋め込み可能なペースメーカ／カーディオバータ／ディフィブリレータのハウジン
グの非絶縁部分である。電極３２０は、電極２０に対応し、右心室に配置されるディフィ
ブリレーション電極である。電極３１８は、電極３０に対応し、上大静脈に配置されるデ
ィフィブリレーション電極である。電極３２４及び３２６は、電極２４及び２６に対応し
、心室における検知及びペーシングに使用される。電極３１７及び３２１は、電極１７及
び２１に対応し、心房における検知及びペーシングに使用される。
【００２３】
　電極３１１、３１８、及び３２０は、高電圧出力回路２３４に接続される。電極３２４
及び３２６は、心室上又は心室内に配置され、Ｒ波増幅器２００に接続し、Ｒ波増幅器２
００は、好ましくは、調整可能な検知しきい値を、測定されたＲ波振幅に応じて提供する
自動利得制御式増幅器の形態をとる。電極３２４と３２６との間で検知された信号が、そ
の時の検知しきい値を越える時にはいつでも、Ｒ ＯＵＴライン２０２上に信号が生成さ
れる。
【００２４】
　電極３１７及び３２１は、心房上又は心房内に配置され、Ｐ波増幅器２０４に接続し、
好ましくは、Ｐ波増幅器２０４もまた、調整可能な検知しきい値を、測定されたＰ波振幅
に応じて提供する自動利得制御式増幅器の形態をとる。電極３１７と３２１との間で検知
された信号が、その時の検知しきい値を越える時にはいつでも、Ｐ ＯＵＴライン２０６
上に信号が生成される。Ｒ波増幅器２００及びＰ波増幅器２０４の全体の動作は、参照に
より本明細書にその全体が援用される、「an　Apparatus　for　Monitoring　Electrical
　Physiologic　Signals」について、１９９２年６月２日に発行された、Keimel他による
米国特許第５，１１７，８２４号に開示される動作に相当してもよい。
【００２５】
　スイッチマトリクス２０８を使用して、信号解析で使用するために、利用可能な電極の
うちのどれが広帯域（０．５～２００Ｈｚ）増幅器２１０に連結されるかが選択される。
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電極の選択は、アドレス／データバス２１８を介してマイクロプロセッサ（μＰ）２２４
によって制御され、電極の選択は、所望に応じて変更されてもよい。バンドパス増幅器２
１０に接続するために選択された電極からの信号は、マルチプレクサ（ＭＵＸ）２２０に
供給され、その後、ダイレクトメモリアクセス（ＤＭＡ）回路２２８の制御下でランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）２２６に記憶するために、Ａ／Ｄ変換器２２２によってマルチ
ビットデジタル信号に変換される。マイクロプロセッサ２２４は、デジタル信号解析技法
を使用して、ランダムアクセスメモリ２２６に記憶されたデジタル化された信号を特徴付
けし、当該技術分野で知られている多くの信号処理方法(methodology)のうちの任意の方
法を使用して、患者の心調律を認識し分類してもよい。
【００２６】
　回路要素の残りは、心臓ペーシング治療、カーディオバージョン治療及びディフィブリ
レーション治療を提供するのに専用であり、本発明のために、従来技術で知られている回
路要素に相当してもよい。以下のように、ペーシング機能、カーディオバージョン機能、
及びディフィブリレーション機能を達成する適例の装置が開示される。ペーサタイミング
／制御回路２１２は、プログラム可能デジタルカウンタを含み、プログラム可能デジタル
カウンタは、ＤＤＤ、ＶＶＩ、ＤＶＩ、ＶＤＤ、ＡＡＩ、ＤＤＩ、及び当該技術分野でよ
く知られている単腔ペーシング及び二腔ペーシングの他のモードに関連する基本時間間隔
を制御する。ペーサタイミング／制御回路２１２は、当該技術分野で知られている任意の
抗頻脈性不整脈ペーシング治療を使用する、心房及び心室の両方での抗頻脈性不整脈ペー
シングと関連する補充収縮間隔も制御する。
【００２７】
　ペーサタイミング／制御回路２１２によって規定される間隔は、心房ペーシング補充収
縮間隔及び心室ペーシング補充収縮間隔、並びに、検知されたＰ波及びＲ波が、補充ペー
シング間隔のタイミングをその間、再開しない不応期を含む。これらの間隔の持続時間は
、メモリ２２６内の記憶されたデータに応答して、マイクロプロセッサ２２４によって確
定され、アドレス／データバス２１８を介してペーサタイミング／制御回路２１２に伝達
される。ペーサタイミング／制御回路２１２もまた、マイクロプロセッサ２２４の制御下
で、心臓ペーシングパルスの振幅及びパルス幅を確定する。
【００２８】
　ペーシングの間に、ペーサタイミング／制御回路２１２内の補充収縮間隔カウンタは、
Ｒ波及びＰ波の検知がライン２０２及び２０６上の信号によって示されるとリセットされ
、また、電極３１７、３２１、３２４、及び３２６に接続するペーサ出力回路２１４（Ａ
ペース）及び２１６（Ｖペース）によってペーシングパルスのタイムアウトトリガが生成
されると、選択されたペーシングモードに従ってリセットされる。補充収縮間隔タイマは
また、ペーシングパルスが生成されるとリセットされ、それによって、抗頻脈性不整脈ペ
ーシングを含む心臓ペーシング機能の基本タイミングを制御する。補充収縮間隔タイマに
よって規定される間隔の持続時間は、アドレス／データバス２１８を介してマイクロプロ
セッサ２２４によって確定される。検知されたＲ波及びＰ波によってリセットされた時の
補充収縮間隔タイマに存在するカウント値を使用して、Ｒ－Ｒ間隔、Ｐ－Ｐ間隔、Ｐ－Ｒ
間隔、及びＲ－Ｐ間隔の持続時間が測定されてもよく、その測定値は、メモリ２２６に記
憶され、以下でより詳細に説明するように、種々の頻脈性不整脈の発生を診断するために
、本発明と共に使用される。
【００２９】
　マイクロプロセッサ２２４は、割り込み駆動式デバイスとして動作し、検知されたＰ波
及びＲ波の発生に対応し、また、心臓ペーシングパルスの生成に対応するペーサタイミン
グ／制御回路２１２からの割り込みに応答する。これらの割り込みは、アドレス／データ
バス２１８を介して提供される。マイクロプロセッサ２２４によって実行される任意の必
要な数学的計算、及び、ペーサタイミング／制御回路２１２によって制御される値すなわ
ち間隔の任意の更新は、こうした割り込みに続いて起こる。メモリ２２６の一部分は、一
連の測定された間隔を保持することが可能な複数の再循環バッファとして構成されてもよ
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く、測定された間隔は、ペース割り込み又はセンス割り込みの発生に応答して解析されて
もよく、患者の心臓が、その時、心房頻脈性不整脈又は心室頻脈性不整脈を示しているか
否かが判定される。
【００３０】
　ＩＣＤの不整脈検出方法は、従来技術の頻脈性不整脈検出アルゴリズムを含んでもよい
。以下で述べるように、現在利用可能なMedtronic社のペースメーカ／カーディオバータ
／ディフィブリレータの全体の心室不整脈検出方法は、本発明の開示される好ましい実施
形態による、不整脈検出方法及び分類方法の一部として採用される。しかし、上記本発明
の背景の章で説明したように、当該技術分野で知られている種々の不整脈検出方法のうち
の任意の方法もまた、ＩＣＤの代替の実施形態で有効に採用されるであろう。
【００３１】
　心房頻脈性不整脈又は心室頻脈性不整脈が検出され、抗頻脈性不整脈療法が望まれる場
合、抗頻脈性不整脈ペーシング治療の生成を制御する適切なタイミング間隔が、マイクロ
プロセッサ２２４からペーサタイミング／制御回路２１２にロードされて、ペーサタイミ
ング／制御回路２１２内の補充収縮間隔タイマの動作が制御され、そして不応期が規定さ
れる。不応期の間、Ｒ波及びＰ波の検出は補充収縮間隔タイマの再開に影響しない。別法
として、その全てが、参照により本明細書にその全体が援用される、１９８６年３月２５
日にBerkovits他に発行された米国特許第４，５７７，６３３号、１９８９年１１月１４
日にPless他に発行された米国特許第４，８８０，００５号、１９８８年２月２３日にVol
lmann他に発行された米国特許第４，７２６，３８０号、及び１９８６年５月１３日にHol
ley他に発行された米国特許第４，５８７，９７０号に記載される、抗頻脈ペーシングパ
ルスのタイミング及び生成を制御する回路要素も使用されてもよい。
【００３２】
　カーディオバージョンパルス又はディフィブリレーションパルスの生成が必要とされる
場合、マイクロプロセッサ２２４は、補充収縮間隔タイマを使用して、こうしたカーディ
オバージョンパルス又はディフィブリレーションパルスのタイミング及び関連する不応期
が制御される。カーディオバージョンパルスを必要とする、心室細動又は心室細動或いは
頻脈性不整脈の検出に応答して、マイクロプロセッサ２２４は、カーディオバージョン／
ディフィブリレーション（ＣＶ／ＤＥＦＩＢ）制御回路２３０を作動させ、制御回路２３
０は、高電圧充電制御ライン２４０の制御下で、ＨＶ充電回路２３６を介して、高電圧コ
ンデンサ２４６、２４８の充電を始動する。高電圧コンデンサ上の電圧は、ＶＣＡＰライ
ン２４４を介して監視され、マルチプレクサ２２０を通過し、マイクロプロセッサ２２４
によって設定された所定の値に達することに応答して、Ｃａｐ Ｆｕｌｌ（ＣＦ）ライン
２５４に論理信号の生成をもたらし、充電を打ち切る。その後、ディフィブリレーション
パルス又はカーディオバージョンパルスの送出のタイミングが、ペーサタイミング／制御
回路２１２によって制御される。細動治療又は頻脈治療の送出に続いて、マイクロプロセ
ッサは、次に、デバイスを心臓ペーシングに戻し、ペーシング或いは心房脱分極又は心室
脱分極の検知の発生による次に続く割り込みを待つ。
【００３３】
　心室カーディオバージョンパルス及び心室ディフィブリレーションパルスの送出並びに
同期のための、また、それらに関するタイミング機能を制御するための、適切なシステム
の一実施形態は、１９９３年２月２３日に発行され、参照により本明細書にその全体が援
用される、Keimelによる本発明の譲受人に譲渡された米国特許第５，１８８，１０５号に
より詳細に開示される。心房ディフィブリレーション能力がデバイス内に含まれる場合、
心房カーディオバージョンパルス及び心房ディフィブリレーションパルスの送出及び同期
のための、また、それらに関するタイミング機能を制御するための、適切なシステムは、
共に、参照により本明細書にその全体が援用される、１９９２年１０月２９日に公開され
たAdams他によるＰＣＴ特許出願第ＷＯ９２／１８１９８号及び１９８２年２月２３日に
発行されたMirowski他による米国特許第４，３１６，４７２号に見出すことができる。
【００３４】
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　しかし、いずれの既知のカーディオバージョンパルス制御回路要素又はディフィブリレ
ーションパルス制御回路要素も、本発明と共には使用できないと信じられている。たとえ
ば、全てが、参照により本明細書にその全体が援用される、１９８３年５月２４日にZipe
sに発行された米国特許第４，３８４，５８５号、先に引用したPless他に発行された米国
特許第４，９４９，７１９号、及び、Eagle他に発行された米国特許第４，３７５，８１
７号に開示される、カーディオバージョンパルス及びディフィブリレーションパルスのタ
イミング及び生成を制御する回路要素が採用されてもよい。
【００３５】
　図示するデバイスでは、カーディオバージョンパルス又はディフィブリレーションパル
スの送出は、制御バス２３８を介してＣＶ／ＤＩＦＩＢ制御回路２３０の制御下で、出力
回路２３４によって達成される。出力回路２３４は、多相パルスが送出されるか、二相パ
ルスが送出されるか、ハウジング３１１がカソードとして働くか、アノードとして働くか
、どの電極がパルス送出に関係しているかを判定する。二相パルス療法の送出のための出
力回路要素の例は、参照によりその全体が援用される、Mehraに発行された先に引用した
特許及び米国特許第４，７２７，８７７号に見出すことができる。
【００３６】
　単相パルスの送出を制御するのに使用されてもよい回路要素の例は、同様に、参照によ
り本明細書にその全体が援用される、１９９２年１１月１７日に発行された、Keimelによ
る、本発明の譲受人に譲渡された米国特許第５，１６３，４２７号に記載される。しかし
、共に、参照により本明細書にその全体が援用される、１９９０年９月４日にMehra他に
発行された米国特許第４，９５３，５５１号又は１９８９年１月３１日にWinstromに発行
された米国特許第４，８００，８８３号に開示される出力制御回路要素もまた、二相パル
スの送出のための本発明を具体化するデバイスと共に使用されてもよい。
【００３７】
　最新の埋め込み可能なカーディオバータ／ディフィブリレータでは、医師は、通常提供
される治療メニューから、特定の治療をデバイス内にプログラムする。たとえば、心房頻
脈又は心室頻脈の最初の検出によって、抗頻脈ペーシング治療が選択され、頻脈が診断さ
れた心腔又は両方の心腔に送出されてもよい。頻脈の再検出によって、より攻撃的な抗頻
脈ペーシング治療が計画されてもよい。抗頻脈ペーシング治療の反復した試みが失敗する
場合、後続する送出について、高エネルギーカーディオバージョンパルスが選択されても
よい。頻脈を終了させるための治療は、検出される頻脈レートと共に変わってもよく、検
出される頻脈レートが増加すると、治療は、攻撃性が増す。たとえば、検出される頻脈レ
ートが、プリセットされたしきい値より小さい場合、カーディオバージョンパルスの送出
前に、抗頻脈ペーシングにおいて企てられる試みはより少なくてもよい。従来技術の頻脈
検出及び処置治療の説明に関連して先に引用した文献は、ここでも同様に適用可能である
。
【００３８】
　細動が特定される場合、一般的な治療は、通常、５ジュールを超える、大振幅ディフィ
ブリレーションパルスの送出であることになる。低エネルギーレベルは、カーディオバー
ジョンについて採用されてもよい。現在入手可能なＩＣＤの場合と同様に、また、先に引
用した文献に説明されるように、ディフィブリレーションパルスの振幅は、細動を終了さ
せるための１回又は複数回の初期パルスの失敗に応答して、増分されてもよいと考えられ
る。抗頻脈性不整脈治療のこうしたプリセットされた治療メニューを例示する従来技術の
特許は、Haluska他に発行された米国特許第４，８３０，００６号、Vollmann他に発行さ
れた米国特許第４，７２７，３８０号、及び先に引用した、Holley他に発行された米国特
許第４，５８７，９７０号を含む。
【００３９】
　図３は、本発明によるプログラミングユニット（プログラマ）２０の斜視図が示される
。内部的に、プログラマ２０は、開示中の本発明によれば、パーソナルコンピュータタイ
プのマザーボード、たとえば、Intel Pentium 3マイクロプロセッサ及びデジタルメモリ
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等の関連する回路要素を含むコンピュータマザーボードである処理ユニット（図示せず）
を含む。プログラマのコンピュータシステムの設計及び動作の詳細は、こうした詳細が当
業者によく知られていると考えられるため、本開示では詳細には述べられないであろう。
【００４０】
　図３を参照すると、プログラマ２０は、熱可塑性の材料、又は、別の適度に頑丈である
が比較的軽量な材料でできているのが好ましい外部ハウジング６０を備える。図３におい
て全体が６２として示される、運搬ハンドルは、ハウジング６０の前部に一体に形成され
る。ハンドル６２を用いると、プログラマ２０を、ブリーフケースのように運ぶことがで
きる。
【００４１】
　関節式ディスプレイスクリーン６４は、ハウジング６０の上部表面に配設される。ディ
スプレイスクリーン６４は、プログラマ２０が使用中でない時には、閉じた位置（図示せ
ず）に折り畳まれ、それによって、プログラマ２０の輸送及び保管中に、プログラマ２０
のサイズが減り、ディスプレイ５０のディスプレイ表面が保護される。
【００４２】
　フロッピィディスクドライブは、ハウジング６０内に配設され、ディスク挿入スロット
（図示せず）を介してアクセスできる。ハードディスクドライブもまた、ハウジング６０
内に配設され、ハードディスクドライブ・アクティビティインジケータ（たとえば、ＬＥ
Ｄ、図示せず）を、ハードディスクの起動の目に見える指示を与えるために設けることが
できることが考えられる。
【００４３】
　当業者によって理解されるように、患者の伝導系の状態、心調律、電気的活性化、及び
多くの他のパラメータを求める手段を設けることが望ましいことが多い。通常、プログラ
マ２０は外部ＥＣＧリード線２４を装備する。
【００４４】
　本発明によれば、プログラマ２０は、内部プリンタ（図示せず）を装備し、それによっ
て、プログラマのディスプレイスクリーン６４上に表示される、患者のＥＣＧ又はグラフ
ィックスのハードコピーを生成することができる。General Scanning Co.から入手できる
ＡＲ－１００プリンタ等の、いくつかのタイプのプリンタが知られており、市販されてい
る。
【００４５】
　図３の斜視図において、ディスプレイエリアが、プログラマ２０の前にいるユーザに見
えるように、関節式ディスプレイスクリーン６４が複数の可能な開いた位置のうちの１つ
に持ち上げられている状態でプログラマ２０が示される。関節式ディスプレイスクリーン
は好ましくは、たとえば、陰極線管（ＣＲＴ）等と比べると、比較的薄いことを特徴とす
る、ＬＣＤ又はエレクトロルミネッセンスタイプである。
【００４６】
　当業者によって理解されるように、ディスプレイスクリーン６４はハウジング６０内に
配設されたコンピュータ回路要素に動作可能に接続し、内部コンピュータの制御下でグラ
フィックス及び／又はデータの視覚的表示を提供するようになっている。
【００４７】
　図３を参照して本明細書で述べるプログラマ２０は、その特許が、参照により本明細書
にその全体が援用される、Thomas J. Winklerに発行された「Portable Computer Apparat
us With Articulating Display Panel」と題する米国特許第５，３４５，３６２号により
詳細に記載される。Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ　Ｍｏｄｅｌ９７９０プログラマは、それを用い
て本発明が有利に実施されることができる埋め込み可能デバイス－プログラミングユニッ
トである。
【００４８】
　先に述べたように、ＩＣＤ１０は、検知及びペーシング等の種々の心調律管理能力を含
んでもよい。したがって、ＩＣＤ１０は、所与の時刻においてＩＣＤ１０が置かれるモー



(11) JP 4801046 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

ドによって規定される所与の規則の組の下で動作する。選択されるモードは、所定期間に
わたって変わる可能性がある患者の生理的ニーズに依存するであろう。そのため、ＩＣＤ
１０は、こうした状況に最もうまく対処するように、モード間で選択的に切り換わっても
よい。
【００４９】
　図４は、ＩＣＤ１０等のデバイスが、ＡＡＩモードでいかに動作することになるかを示
すはしご図(ladder diagram)であり、ＡＡＩ／Ｒモード、ＡＤＩモード、及びＡＤＩ／Ｒ
モードの理解にも関連する。ＡＡＩで動作する単一のリード線デバイスは、単にＡＡＩモ
ードで動作する、複数のリード線を有するデバイスに比べて制限されることになることが
理解されるべきである。そのため、単一のリード線デバイスでは、例示される心室のデー
タが利用できないことになる。一方、二腔デバイスでは、心室のデータを得ることができ
るが、ＡＡＩで動作する場合、そのデータは選択的に無視される。
【００５０】
　例示のために、或る事象が提示されるが、種々のモードの以下の説明は、網羅的である
こと、制限的であること、又は、全てを包含することを意味しない。したがって、種々の
要素が、明確にするために選択的に省略され、種々の任意選択の要素が、例示のために提
示される。さらに、これらのモードは、種々の方法で実施されてもよく、そのため、提示
される特定のパラメータは、制限的であると考えられるべきではない。たとえば、１つの
デバイスは、心周期をＡ－Ａ間隔で規定してもよいが、別のデバイスは、心周期をＶ－Ｖ
間隔で規定してもよい。さらに、レート応答性が供給される場合、既知の方法でモードを
変更することになることを理解した上で、モードは、一般に、その基本形態で提示される
。
【００５１】
　はしご図は、所定の期間にわたって、心房チャネルＡ（上側バー）及び心室チャネルＶ
（下側バー）について、或る事象、間隔、及びタイマを示す。ペーシングされるか、又は
、検知された心房事象及び心室事象は、垂直線で示され、種々のタイマ又は間隔は、斜め
線によって表される。
【００５２】
　ＡＡＩモードでは、デバイスは、心房において検知し、心房においてペーシングし、適
切な事象が検知される場合、心房におけるペーシングを抑止する。たとえば、時刻Ｔ１に
て、心房ペースＡＰが送出される。同時に、心房不応期ＡＲＰ及び心房ブランキング期Ａ
ＢＰが始動される。これらの期間は、所定の時間長の間、続くだけである。ブランキング
の間、事象は検知されず、一方、不応期の間、事象が検知されるが、これらの検知された
事象は、或るタイミング間隔を再開するのに使用されない。これによって、遠方場(far f
ield)Ｒ波に基づく心房検知及び／又はトリガリングが阻止される。同様に、Ｔ１にて、
心房補充収縮間隔ＡＥＩすなわちＡ－Ａ補充収縮間隔が開始される。ＡＥＩは、単に、プ
ログラム可能であることが多い、タイミング調整された間隔である。間隔の終了時に、抑
止されなければ、心房ペース（ＡＰ）が送出される。
【００５３】
　時刻Ｔ２にて、内因性心室事象ＶＳが、ＡＰによってトリガされた標準的な伝導の結果
として起こる。時刻Ｔ３にて、ＡＥＩは終了し、ＡＰが送出され、プロセスを再開する。
このサイクルが無限に続いてもよい。
【００５４】
　時刻Ｔ４にて、別のＡＥＩを開始させるＡＰが送出される。ＡＥＩが終了する前に、内
因性心房事象ＡＳが、ＡＲＰの外側で起こり、検知される。ＡＡＩモードは、内因性心房
事象が検知されると、心房ペースを抑止する。そのため、ＡＥＩが終了しているはずであ
る、時刻Ｔ６にて、ＡＰは送出されない。次のＡＥＩは、時刻Ｔ５にて、ＡＳによって始
動される。そのため、プログラムされた低レート間隔ＬＲＩ（図示するＡＥＩに相当する
）より速いレートで起こる内因性心房脱分極が存在する場合、心房ペーシングが抑止され
る。レート応答性は、既知の方法で、これらのパラメータを変えることになる。
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【００５５】
　前のＡＥＩの終了後、時刻Ｔ７にて、ＡＰが送出され、間隔が再開する。図示されるよ
うに、この心周期又は後続する心周期の間、心室事象は存在しない。デバイスが、ＡＡＩ
で動作し続けるため、心室事象の欠如は影響を及ぼさない。心房ペーシングは、通常、時
刻Ｔ８及びＴ９で送出される。
【００５６】
　図５Ａは、ＤＤＩモードの動作を示すはしご図である。ＤＤＩモードでは、心房及び心
室の両方において、検知及びペーシングが存在し、適切な内因性事象が検知される場合、
ペーシングが抑止される。図示する例では、心房ペースＡＰは、時刻Ｔ１にて送出される
。心室ブランキング期ＶＢＰ、ＡＲＰ、ＡＢＰ、心室後心房不応期ＰＶＡＲＰ、及び、ブ
ランキング期を含む心室不応期ＶＲＰ等の、種々のブランキング期及び不応期が始動され
る。ＡＲＰ及びＰＶＡＲＰは共に、総心房不応期ＴＡＲＰを規定する。
【００５７】
　心房－心室間隔ＡＶＩ（又はＡＶ間隔）もまた、時刻Ｔ１にて始動される。ＡＶＩの終
了時に、内因性事象によって抑止されなければ、心室ペースが送出されることになる。そ
のため、時刻Ｔ２にて、ＡＶＩが終了し、心室ペーシングパルスＶＰが送出される。その
時点で、心室－心房（ＶＡ）間隔が始動される。ＶＡ間隔が終了すると、抑止されなけれ
ば、ＡＰが送出されることになり、時刻Ｔ３にて、ＡＰが送出される。このプロセスは繰
り返され、ＶＰは、時刻Ｔ４にて送出され、ＡＰは、時刻Ｔ５にて送出される。時刻Ｔ３
及びＴ５において送出されるＡＰ間の時間は、低レート間隔ＬＲＩに等しい。すなわち、
内因性事象（又は、レート応答性）が無い場合、ＬＲＩは、デバイスが許容する得られる
最低心拍数である。
【００５８】
　時刻Ｔ５にて、ＡＰが送出され、ＡＶＩが始動する。ＡＶＩが終了する前に、内因性心
室事象ＶＳが、時刻Ｔ６にて検知される。ＶＳは、ＡＶＩを終了させ、標準的な持続時間
のＶＡ間隔を開始する。計画されたが、抑止されたＶＰは、そのＶＰによって開始してい
るはずであるＶＡ間隔のタイミングと共に示される。そのため、時刻Ｔ７にて、ＶＡ間隔
が終了し、ＡＰが送出される。時刻Ｔ５とＴ７との間で規定されるＡ－Ａ間隔は、ＶＳと
抑止されたＶＰとの間の時間に等しい時間量だけ、ＬＲＩより短い。時刻Ｔ７におけるＡ
Ｐによって、新しいＡＶＩが開始し、時刻Ｔ８にて、次のＶＰが送出される。こうして、
ペーシングされたＶ－Ｖ間隔は、一定のままである。
【００５９】
　固定レートの場合、ＡＶＩ及びＶＡ間隔がわかっている。そのため、デバイスは、事前
に、又は、所与の間隔についての始動時点の前に反応するように構成される。
　図５Ｂは、心室センスＶＳが時刻Ｔ６にて起こる時に、Ａ－Ａ間隔の一貫性が維持され
ることを除いて、図５Ａのタイミングと同様のタイミングを示す。この実施形態では、時
刻Ｔ６にて始動されるＶＡ間隔は、計算され、「標準的な」ＶＡ間隔（点線で示す）と比
較して長い時間間隔に設定される。そのため、この長いＶＡ間隔は、時刻Ｔ７にて終了し
、そのため、Ａ－Ａ間隔は、ＬＲＩに相当する。したがって、Ａ－Ａ間隔の間に一貫性が
存在する。そのため、ＶＡ間隔が、計算され、心室センスＶＳのタイミングによって決め
られることになる。
【００６０】
　引き続き図５Ａに関して、ＡＰは、時刻Ｔ９にて送出され、ＡＶＩが始動する。ＶＰが
、時刻Ｔ１０にて送出され、次のＶＡ間隔が開始する（破線）。しかし、ＶＡ間隔の間で
、且つ、ＶＲＰ後に、内因性心室事象ＶＳ（たとえば、心室性期外収縮ＰＶＣ)が、時刻
Ｔ１１にて検知される。ＶＳは、有効に、全ＶＡ間隔を再開する。示すように、再開した
ＶＡ間隔が、終了することを許される場合、次の計画されたＡＰが、時刻Ｔ１２にて、送
出され、ＶＰが時刻Ｔ１３にて続く。やはり、ペーシングされたＶ－Ｖ間隔及びＶＳ－Ｖ
Ｐ間隔は、一定のままである。
【００６１】
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　時刻Ｔ１３におけるＶＰによって、ＶＡ間隔が開始される。ＶＡ間隔が終了する前に、
心房事象ＡＳが、時刻Ｔ１５にて検知される。そのため、時刻Ｔ１５について計画された
ＡＰは抑止される。変更されたＡＶ間隔は、ＡＳにおいて「始動される」。変更されたＡ
Ｖ間隔は、時刻Ｔ１６にて送出されるＶＰが、一定のＶ－Ｖ間隔を維持する(facilitate)
ように、標準的なＡＶ間隔より長い。換言すれば、ＡＳは、実際には、継続しているＶＡ
間隔を終了させない。むしろ、その間隔は継続し、時刻Ｔ１５にて終了し、ＡＰが抑止さ
れ、標準的なＡＶ間隔が開始する。したがって、ＡＳに反応し、有効にＡＶ間隔を延長し
なければならないにもかかわらず、タイミング調整された間隔は、わかっている一定の値
のままであり、一定の値は、時刻Ｔ１５における全ＶＡ間隔の終了等の適切な事象で即座
に実施することができる。
【００６２】
　図６は、ＤＤＤモードでの動作を示すはしご図である。そのため、検知及びペーシング
は、心房と心室の両方で起こり、応答は、抑止又はトリガリングであることができる。時
刻Ｔ１にて、ＡＰが送出される。上述した不応期及びブランキング期が始動する。さらに
、ＡＶＩが開始される。ＡＶＩの終了時（時刻Ｔ２）に、ＶＰが送出され、ＶＡ間隔が開
始される。ＶＡ間隔は、時刻Ｔ３にて終了し、ＡＰが送出される。次のＶＰは、時刻Ｔ４
にて送出され、ＶＡ間隔が始動する。ＶＡ間隔が終了する前に、心房事象ＡＳが、時刻Ｔ
５にて検知される。これは、ＶＡ間隔を打ち切り、ＡＰを抑止し、新しいＡＶ間隔が、時
刻Ｔ５にて開始される。
【００６３】
　ＤＤＤモードでは、種々の間隔は、先に述べたように予め決められる。しかし、トリガ
リング事象が、ペーシングされたか、又は検知されたかに応じて実施される異なる間隔が
存在することができる。そのため、Ｔ５にて、ＡＶ（検知された）間隔が始動する。ＡＶ
（検知された）間隔は、時刻Ｔ３にて開始されたＡＶ（ペーシングされた）間隔と同じか
、又は、異なるようにプログラムされてもよい。いずれにしても、検知される事象がトリ
ガの役目を果たそうが、ペーシングされる事象がトリガの役目を果たそうが、開始される
ことになる後続する間隔は予め決められる。
【００６４】
　時刻Ｔ６のＶＰに続いて、ＶＡ間隔が始動し、終了すると、ＡＰが、Ｔ７にて送出され
る。新しいＡＶＩが開始されるが、終了する前に、ＶＳが、時刻Ｔ８にて起こる。ＶＳは
、ＡＶＩを終了させ、ＶＡ間隔を始動する。或るデバイスでは、心房ベースタイミングと
呼ばれるＶＡ間隔が、Ａ－Ａタイミングの一貫性を維持するように、時刻Ｔ８にて選択さ
れる。他のデバイスでは、ＶＡ間隔は、予め決められるが、ペーシングされた事象に続く
第１の所定のＶＡ間隔と、検知された事象に続く第２の所定のＶＡ間隔が存在してもよく
、第１と第２の間隔は、同じ値か、又は、異なる値にプログラムされることができる。
【００６５】
　標準的な動作に続いて、ＶＰが、時刻Ｔ９にて送出され、ＶＡ間隔が開始される。ＶＡ
間隔が終了する前に、不応期の外側にあるＶＳ（ＰＶＣ）が、時刻Ｔ１０にて起こる。こ
れは、ＶＡ間隔を再開し、終了すると、ＡＰが、時刻Ｔ１１にて送出される。
【００６６】
　ＩＣＤ１０等のデバイスは、ＡＡＩ、ＤＤＩ、ＤＤＤ、又は、任意の数の他の知られて
いるモード等の任意のモードで動作してもよい。さらに、１つのモードで動作しながら、
デバイスは、別のモードが、採用されるべきであること、及び、そのモードへモード切り
換えを行うべきであることを判定してもよい。
【００６７】
　本明細書で説明される適例の二腔モードで述べるように、心室ペーシングパルスは、Ａ
ＶＩの終了に続いて送出されることになる。ＡＶ同期性が維持される点で、これは望まし
いが、ＡＶＩの実際的な考慮事項のために、十分な時間が許される場合、たとえ最後には
内因性伝導が起こることになっても、心室ペーシングパルスが送出されることが多い。さ
らに、参照により本明細書に援用されるアプリケーションにおいて或る程度詳細に説明さ
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れるように、不必要な心室ペーシングは、或る望ましくない結果をもたらす場合があると
いう認識が増えている。
【００６８】
　全ての心室ペーシングをなくすために、ＡＡＩ等のモードが選択されてもよい。述べた
ように、このモードにおいて、内因性伝導が失敗する場合、心室ペーシングは供給されな
い。もちろん、これは、追加の心室ペーシングより望ましくなく、且つ、有害である。し
たがって、臨床医は、慎重さに失し、ＤＤＤ等のモードに頼る傾向がある。
【００６９】
　先に参照した関連アプリケーションは、心室ペーシングを減らし、制限し、最適化し、
且つ／又は、最小にする、いくつかのプロトコルを含む。本明細書で使用される場合、「
管理される心室ペーシング」、「心室ペーシングを管理する」、又は「心室ペーシング管
理」等の用語（及び、その文法的な変形）は、個々に、又は、一まとめにこれらのプロト
コルを指すことを意味する。これらのプロトコルが本発明に関連するため、全体の概要が
提示される。しかし、この説明は、概念の例示に過ぎず、網羅的であることを意味せず、
これらの発明の概念をいずれの点でも限定することを意図しない。
【００７０】
　図７に示す第１の実施形態では、心室ペーシングは、「ＡＡＩ」又は「ＡＤＩ」モード
（やはり、これらの指示は、プログラムされる働きの近似として使用される)を使用する
モード切り換えプロトコルによって管理される。一般に、このプロトコルの下で、内因性
伝導は、所与の心周期においてそれ自体が現れる最大の機会が与えられ、また、その機会
を促進し、１つの完全な周期が、心室活動が無い状態で推移する場合がある。換言すれば
、このプロトコルは、内因性伝導についての可能性を最大にするために、１つの心室拍動
が飛ばされることを許容することになる。
【００７１】
　まず第１に、プロトコルは、この「ＡＡＩ」モードで動作し、時刻Ｔ１にて、ＡＰが送
出される。理想的な単一のリード線ＡＡＩと違って、心室事象が検知され、心室事象が、
所与のＡ－Ａ間隔内のどこかで検知される限り、プロトコルは、この「ＡＡＩ」モードの
ままである。２つの標準的な周期が図示され、時刻Ｔ２にて、ＡＰが送出される。同時に
、心房補充収縮間隔ＡＥＩが開始され、時刻Ｔ３にて終了する。Ｔ３にて、次の計画され
たＡＰは、普通に送出される。しかし、Ｔ２とＴ３との間で、ＶＳは起こらない。ＶＳが
、Ｔ３の前のいずれかの時刻に起こっている場合、デバイスは、この「ＡＡＩ」モードの
ままになっているはずである。ＶＳが起こらないため、デバイスモードは、時刻Ｔ３にて
ＤＤＩに切り換わり、（一般的なＤＤＩ動作に関して）短縮されたＡＶＩ後に、時刻Ｔ４
にて支持ペース(support pace)を送出する。そのため、１つのＡ－Ａ周期は、心室活動が
無い状態で進行してしまう。しかし、次の周期に関して、ＤＤＩへのモード切り換えが、
心室脱分極を確実にする。
【００７２】
　管理される心室ペーシングの一実施形態と一貫性があるように、デバイスモードは、時
刻Ｔ５にて、ＤＤＤ「ロング」に切り換わる。実際には、この実施形態の下では、デバイ
スは、ＤＤＩの一周期後に、ＤＤＤへの切り換えが起こることになることを「知る」こと
になる。したがって、その切り換え又は切り換えのための準備が、時刻Ｔ４と時刻Ｔ５と
の間の任意の時点で起こるか、又は、起こり始めることができる。いずれにしても、時刻
Ｔ５にて始動されたＡＶＩは、標準的なＤＤＤペーシングと比較して長い。したがって、
内因性心室脱分極についての機会が増える。内因性活動が検知される場合、デバイスモー
ドは、もとの「ＡＡＩ」に切り換わる。図示するように、ＡＶＩは、内因性センスが無い
状態で終了し、そのため、ＶＰは、時刻Ｔ６にて送出される。次のＶＡ間隔が、開始され
、時刻Ｔ７にて終了し、ＡＰが送出される。同時に、デバイスは、ここで、標準的なＤＤ
Ｄモードで動作する。これは、モード切り換えではなく、むしろ、ＡＶＩについての値が
、標準的な持続時間に設定される。デバイスは、一定期間の間、ＤＤＤで動作し続け、次
に、内因性伝導があるかを定期的にチェックすることになる。可能である場合、デバイス
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は、こうした内因性伝導が見出されると、「ＡＡＩ」に切り換わることになる。
【００７３】
　図７では、時刻Ｔ８は、上述したＤＤＤ「ロング」でのＡＰの送出を示す（時刻Ｔ８の
直前の周期は、先に述べた、時刻Ｔ５の前の周期に相当する）。延長したＡＶＩが始動し
、それが終了する前に、ＶＳが、時刻Ｔ９にて起こる。ＶＳは、ＡＶＩを終了させ、ＶＡ
間隔が開始される。ＶＡ間隔の終了時（時刻Ｔ１０）に、ＡＰが送出され、デバイスモー
ドは、「ＡＡＩ」に切り換わる。ＶＳが一旦起こると、デバイスは、次の周期に影響を及
ぼすことになるモード切り換えの準備をすることができる。このシーケンスは、内因性伝
導を可能にすることの選択、及び、内因性伝導が存在する時に、もとの「ＡＡＩ」に切り
換える能力を立証する。
【００７４】
　図８は、心室ペーシング管理の別の実施形態を示す。モードスーパバイザＭＳは、発生
している事象を監視し、一組の規則、とりわけ、モード切り換えを課す。モードスーパバ
イザＭＳは、ハードウェア、ソフトウェア、又はファームウェア内に存在するプログラム
、プロトコル、又はモジュールであり、モードそれ自体とは全く異なる。所与のモードを
支配するものを超える、モードスーパバイザは、データを利用してモード変更に着手し、
データに基づいて他のオペレーションを利用することになる。モードは、一連の論理オペ
レーションによって規定される。モードスーパバイザは、たとえば、傾向、履歴、又はパ
ターン等の付加的な情報を収集し、最新の組のモード特定論理オペレーションに限定され
ない決定を行う。
【００７５】
　たとえば、一実施形態では、デバイスは、先に述べたのと同じように、心室活動が無い
状態で、完全なＡ－Ａ周期後に、ＤＤＩへモード切り換えすることになる（時刻Ｔ１）。
しかし、その後、基本プロトコルは、まさに次の周期について、（ＤＤＤ等への切り換え
と対照的に）もとの「ＡＡＩ」に、常に、モード切り換えすることになる（時刻Ｔ２）。
そのため、基本モードは、一周期が、心室活動が無い状態で終了することを可能にするが
、２つの連続する周期がそうすることを可能にしないことになる。内因性伝導が完全にブ
ロックされた場合、基準モードは、「ＡＡＩ」と「ＤＤＩ」との間を交互に切り換わるは
ずである。これは、心室レートを実質的に半減するはずであり、或る期間にわたって望ま
しくないはずである。そのため、モードスーパバイザＭＳは、活動を監視し、一定の条件
が満たされると、モードを変更する。
【００７６】
　たとえば、一実施形態では、「ＤＤＩ」から、もとの「ＡＡＩ」へのモード切り換えは
、最後の４つのうちの３つのＡ－Ａ間隔において、心室活動が存在した場合にだけ許され
る。そのため、時刻Ｔ３にて、ＤＤＩへのモード切り換えが起こり、モードスーパバイザ
ＭＳは、前の４つの周期の中で、少なくとも３つに心室活動があったと判定する。ここで
、基本モードは、時刻Ｔ４にて「ＡＡＩ」へモード切り換えすることが可能になる。
【００７７】
　デバイスは、先行するＡ－Ａ間隔において心室活動が存在しないために、時刻Ｔ５にて
ＤＤＩに再びモード切り換えする。今度は、モードスーパバイザＭＳは、心室活動を有す
る、最後の４つのうちの２つ以下の周期が存在したことに留意する。そのため、モードス
ーパバイザＭＳによって、デバイスが、ＤＤＩから、もとの「ＡＡＩ」ではなく、ＤＤＤ
にモード切り換えする。その後、モードスーパバイザＭＳは、内因性伝導があるかを定期
的に再チェックし、見つかれば、もとの「ＡＡＩ」に切り換えてもよい。モードスーパバ
イザは、種々のパラメータ及び規則の組の下で動作してモード切り換えを誘導してもよい
。モードスーパバイザＭＳに特定の動作を始動するようにさせる種々のパターン又はパラ
メータが提供される。
【００７８】
　要約すると、デバイスは、完全なＡ－Ａ間隔が、心室活動が無い状態で起こるまで、「
ＡＡＩ」で動作する。これは、所与の周期、すなわち、全周期の間に、内因性伝導を可能



(16) JP 4801046 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

にするための最大期間を提示する。心室活動が無い状態のＡ－Ａ間隔後に、デバイスは、
モード切り換えし、心室ペーシングパルスを送出する。そのため、心房追従が起こり、心
室活動が無い状態の過剰な数の連続するＡ－Ａ間隔は存在しない。説明されるように、「
ＡＡＩ」から、心室ペーシングが送出される二腔モード（ＤＤＩ、又は、その他）へのモ
ード切り換えに続く活動に対処する、いくつかの実施形態が提示される。
【００７９】
　心室ペーシングを管理するプロトコルは、先に説明されたように、デバイスにおいて実
施することができる。所与のデバイスの、特定のハードウェア、ソフトウェア、及び機能
中のパラメータの実際の制限に依存して、モード切り換えのタイミングが、多少の困難さ
を提示する場合がある。さらに、心室管理プロトコルが、既存のデバイス内にプログラム
される場合、時として、同じ困難さが存在する場合がある。
【００８０】
　再び図７を参照すると、デバイスは、時刻Ｔ３まで「ＡＡＩ」で動作する。時刻Ｔ３に
て、前のＡＥＩが終了し、ＡＰが送出され、デバイスは、ＤＤＩへモード切り換わる。換
言すれば、デバイスは、モード切り換えが必要とされることを判定すると同時に、そのモ
ード切り換えを実施する。その理由は、ＶＳが、ＡＥＩの間の任意の時点で起こることが
あるからである。デバイスが、ＶＳが起こらなかったと判定し、それに応じて応答するこ
とができるのは、実際には、ＡＥＩの終了時又は終了後だけである。
【００８１】
　やはり、時刻Ｔ３の同じ時点で、（ＤＤＩの）ＡＶＩが開始される。トリガリング事象
が起こる（たとえば、ＡＰ、ＡＥＩの終了）時を開始するのはタイマである。そのため、
そのタイマは、トリガリング事象が起こる前に開始するように設定され、準備が整った状
態にされなければならない。そうでなければ、タイマを準備が整った状態にし、始動する
時に遅延がかけられる。モード切り換え自体は、或る程度の有限な時間量がかかり、規則
、機能中のパラメータ、並びに、種々の間隔及びタイマについての値が、得られ、次に、
開始されなければならない。実際問題として、或るハードウェア／ソフトウェア構成は、
特に、埋め込み可能医療デバイスの制限された環境で、同時に、これらの機能の全てを実
施することができない場合があり、そのため、さらなる遅延が生じる。持続時間によって
、生じる遅延が問題となる可能性がある。
【００８２】
　モード切り換えの発生が、切り換えを実施する前の周期において、わかっているか、又
は、予測されるため、後続するモード切り換え（たとえば、ＤＤＩからＤＤＤへ）は、必
ずしも問題にならない。そのため、デバイスは、モード切り換えを始動し、行うのに十分
な時間がある。換言すれば、デバイスは、将来の或る時点において、又は、将来に検知事
象が発生すると、モード切り換えが起こることになり、そのため、必要とされる値が、得
られ、準備が整った状態にされることができることを「わかっている」。
【００８３】
　プロトコルを実施する時に、許容できないか、又は、望ましくない遅延を、普通なら有
するはずであるデバイスの場合、本発明の一実施形態は、先に述べた遅延の問題を回避し
ながら、図７と図８に図示するのと同じ結果を達成するモード切り換えプロトコルを可能
する。この実施形態を本明細書において「ＡＡＩに偏倚したＤＤＩ」と呼ぶ。
【００８４】
　図９を参照すると、標準的な心室伝導が、時刻Ｔ１の前に起こった。そのため、時刻Ｔ
１にて、デバイスは、ＡＡＩモードで動作しながら、ＡＰを送出する。ＡＰの送出によっ
て、ＡＥＩが始動される。ＡＡＩモードプロトコル内の規定によって、ＡＰは、内因性心
房センスによって抑止されなければ、ＡＥＩが終了すると送出されることになる。ＡＥＩ
の始動に続いて、デバイスは、時刻Ｔ２にて、ＤＤＩへモード切り換えする。デバイスは
、現在ＤＤＩモードにあるが、最新のＡ－Ａ間隔について、働きは、一般に変化しない。
換言すれば、ＤＤＩへのモード切り換えが起こるが、ＡＥＩを停止させることも、妨げる
こともない。ＡＥＩは継続し、終了すると、計画された事象が、ＤＤＩへの切り換えに関
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係なく起こることになる。
【００８５】
　内因性伝導が起こり、時刻Ｔ３にて、心室事象が検知される。心室事象が検知されるた
め、デバイスは、検知されると即座に、又は、その直後の時刻Ｔ４にて、もとのＡＡＩへ
モード切り換えする。これらのモード切り換えのいずれもが、時刻Ｔ５にて終了するＡＥ
Ｉに影響を及ぼさず、ＡＰが送出される。デバイスは、Ｔ４時点からＡＡＩにあったため
、モードは、時刻Ｔ５にて、後続するＡＥＩの始動を指示する。
【００８６】
　このプロセスは、時刻Ｔ５～Ｔ９を有する次のＡ－Ａ周期にわたって繰り返される。再
び、時刻Ｔ９にて、ＡＡＩにてＡＥＩが始動している間に、ＡＰが送出される。時刻Ｔ１
０にて、デバイスは、ＤＤＩにモード切り換えし、ＡＥＩが継続する。図示するように、
ＶＳは存在せず、そのため、もとのＡＡＩにモード切り換えをトリガするものは存在せず
、したがって、デバイスは、ＡＥＩが時刻Ｔ１１にて終了すると、ＤＤＩのままである。
ＡＥＩの終了時における予想される動作は、時刻Ｔ１１にて起こるＡＰの送出である。デ
バイスは、その時にＤＤＩにあったため、ＡＶ間隔が、時刻Ｔ１１にて始まり、ＶＰの送
出によって時刻Ｔ１２によって終了する。同時に、ＶＡ間隔が開始され、時刻Ｔ１３にて
終了する。後続するモード切り換えが起こる場合、モード切り換えは、時刻Ｔ１２後の任
意の時点で起こってもよい。
【００８７】
　Ｔ１０とＴ１１との間の期間に戻ると、デバイスは、たとえＡＥＩが続いていても、Ｄ
ＤＩで動作する。そのため、後続するモード切り換えで取り消されなければ、デバイスは
、ＡＥＩの終了時にＡＶ間隔を始動することを「予想し」、そうするよう準備する。した
がって、デバイスが、この時点でＡＡＩからＤＤＩへモード切り換えられている場合に普
通なら起こる、時刻Ｔ１１における遅延は存在しない。同様に、ＶＳが実際に起こる場合
、ＤＤＩからＡＡＩへのモード切り換えは、デバイスが、後続するＡＥＩを始動する準備
をするための十分な時間がある状態で起こる。
【００８８】
　上記の実施形態は、先に説明した遅延問題をなくすが、或る特別な状況で、特定の例外
が起こる可能性がある。図１０は、ＡＡＩに偏倚したＤＤＩでのデバイスの動作を示す。
シーケンスは、時刻Ｔ１におけるＡＰで始まる。この時点で、デバイスは、ＡＡＩにあり
、ＡＥＩが始動する。心房不応期ＡＲＰと心房ブランキング期ＡＢＰも始まる。その後、
デバイスは、時刻Ｔ２にて、ＤＤＩへモード切り換えする。時刻Ｔ３にて、ＶＳが起こる
。ＶＳは、時刻Ｔ４にて、もとのＡＡＩへのモード切り換えをトリガする。ＶＳが起こっ
た時にデバイスが、ＤＤＩで動作していたため、ＰＶＡＲＰ（心室後心房不応期）が始動
し、非常に短い間続く。これが起こる理由は、ＡＡＩへのモード切り換えが、即座でなく
、さらに、ＰＶＡＲＰの終了が、処理するのに或る程度の短い期間を要するためである。
この時間の重なりは、動作の全体のタイミング又は性能に重大な影響を及ぼさないが、Ｐ
ＶＡＲＰが、実際に始まり、ＡＡＩへのモード切り換えが達成される前に、短い期間の間
、続く点で、例外を生じる。
【００８９】
　時刻Ｔ４におけるＡＡＩへの切り換え後に、ＡＥＩが終了し、次のＡＰが、時刻Ｔ５に
て送出される。次のＡＥＩが始動し、デバイスはその後、時刻Ｔ６にて、ＤＤＩへモード
切り換えする。時刻Ｔ７にて、遅発性ＶＳが実際に起こる。デバイスがＤＤＩにあるため
、ＰＶＡＲＰが始まる。時刻Ｔ８にて、デバイスは、ＡＡＩへモード切り換えする。先に
示したように、ＰＶＡＲＰをクリアすることができる前に、短い遅延が存在する。その期
間の間、内因性心房事象Ａが起こるが、ブランキングされ、そのため、デバイスによって
認識されない。その後、ＡＥＩが終了し、計画されたＡＰが、時刻Ｔ１０にて送出される
。ＡＡＩへの切り換えと内因性心房事象との互いを基準にした正確なタイミング、又はそ
れらの時間的連続性は重要ではないことが理解されるべきであり、問題は、ＰＶＡＲＰが
、クリアする前に続く期間、及び、その期間の間に心房事象が起こるか否かである。



(18) JP 4801046 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

【００９０】
　こうしたシナリオは、めったになく、心房が既に不応性であるため、影響を及ぼさない
場合がある。しかし、こうした異質のペーシングは、望ましくなく、回避されるのが好ま
しい。複数のモード切り換えによって、他のこうした例外の可能性がある。これらを回避
するために、１つの解決策は、おそらくは問題になる種々の不応期／ブランキング期を変
更するか、又は、なくすことである。もちろん、これは、付加的なプログラミング及び複
雑さを必要とし、こうした機能の利点もなくす。ＡＡＩに偏倚したＤＤＩの使用は、既存
のデバイス又はインフラストラクチャが再プログラムされるか、又は、変更されるが、既
存の利用可能なパラメータに依存する必要がある場合に望ましい。こうした例外が起こる
か否か、また、もし存在すれば、こうした例外が、問題となる結論をもたらすか否かは、
ＡＡＩに偏倚したＤＤＩが、所与のデバイスに組み込まれることになるか否か、また、組
み込む方法を決定するであろう。
【００９１】
　上述した実施形態では、心室ペーシングを管理するのに使用されるプロトコルは、制御
プロトコルによって制定された規則に従って種々のモード間で切り換える能力によってい
る。本発明はまた、「完全抑止型ＤＤＩ」（ＦＩＤＤＩ）モード又は「完全抑止型二腔」
（ＦＩＤＣ）モードと呼ばれる新しいペーシングモードを可能にする。繰り返すが、この
文脈におけるＤＤＩという呼称は、好都合な名称の問題であり、本発明をいずれの点にお
いても限定しない。ＦＩＤＤＩ及びＤＤＩは、完全に異なり且つ別個のモダリティであり
、混同されるべきではない。やがて明らかになるように、ＦＩＤＤＩモードは、心室ペー
シングの管理を促進する、或る特徴を有する。しかし、ＦＩＤＤＩは、新しく、且つ、独
立のペーシングモダリティであるため、こうした目的に限定されず、種々の状況において
容易に適用されてもよい。
【００９２】
　ＦＩＤＤＩの一実施形態におけるデバイスの動作は、図１１に示される。心房ペーシン
グパルスＡＰは、時刻Ｔ１にて送出される。心房補充収縮間隔ＡＥＩ又はＡ－Ａ間隔は、
同時に開始される。ＡＥＩは、低いレート間隔ＬＲＩを規定し、レート応答性は、利用さ
れる場合、既知の方法で、ＦＩＤＤＩパラメータに影響を及ぼすことになる。ＡＥＩの終
了時に、心房パルスが送出されることになる。心房事象が、ＡＥＩが終了する前に検知さ
れる場合、ＡＰが抑止され、次のＡＥＩが始動する。望ましい場合、心房チャネルと心室
チャネルの両方で、種々のブランキング期及び不応期を採用することができるが、詳述し
ない。
【００９３】
　時刻Ｔ１にて始動されたＡＥＩの間に、時刻Ｔ２にて、内因性心室事象ＶＳが検知され
る。心室センスによって、フラグＦ１がメモリにセットされる。ＡＥＩは、時刻Ｔ３にて
終了するまで続く。デバイスは、適切なメモリロケーションを読み取り、フラグＦ１の存
在を特定する。フラグＦ１が存在するため、次のＡＰは、時刻Ｔ３にて送出され、別のＡ
ＥＩが始動する。ＶＳが、所与のＡＥＩの間のいずれかの時点で起こる場合、フラグは、
次の心周期の間、セットされることになる。
【００９４】
　本明細書で使用される場合、フラグは、選択的にセットすることができるインジケータ
に過ぎず、フラグが存在するか、又は、存在しないかは、デバイス又はデバイスの構成要
素によって後で特定されてもよい。たとえば、フラグは、任意の形態のメモリに入れられ
る、任意のアナログデータ若しくはデジタルデータ又はインジケータ、作動される物理的
構成要素、閉じるか、又は、開くスイッチ、回路要素内で生成される信号、電圧レベル又
は電流レベル、或いは、任意の他の識別可能なインジケータであってもよい。フラグは、
基準（たとえば、心室活動）に応答してセットされるものとして述べられるが、逆も同様
に適用できる。すなわち、フラグは、プリセットされ、心室活動が存在する場合、取り除
かれる。そのため、フラグが存在することではなく、フラグが存在しないことが、心室活
動を示す。
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【００９５】
　その後、時刻Ｔ４にて、ＶＳが起こり、フラグＦ２をセットする。ＡＥＩの終了時に、
次のＡＰが、時刻Ｔ５にて送出される。フラグＦ２がセットされたため、ＡＰが送出され
、次のＡＥＩが開始される。図示するように、デバイスは、ＡＥＩの終了時に、フラグが
あるかをチェックする。別法として、フラグが、Ｔ４にて、又は、その後に初めてセット
されると、デバイスは、ＡＥＩの終了時にとられることになる適切な動作方針を決定する
ことができる。換言すれば、デバイスは、ＡＥＩの終了まで待ち、フラグがあるかをチェ
ックするか、又は、早い時期にセットされたフラグ（又は、心室活動自体）に応答するこ
とができる。もちろん、ＶＳは、ＡＥＩの終了に接近して起こることができ、やはり同じ
影響を及ぼすことになる。
【００９６】
　フラグＦ２が存在したため、ＡＰが、Ｔ５にて送出され、次のＡＥＩが開始される。Ａ
ＥＩが終了する前に、時刻Ｔ７にて、心房センスＡＳが存在する。そのため、時刻Ｔ８に
て送出されたはずであるＡＰは、抑止される。さらに、次のＡＥＩが、時刻Ｔ７における
ＡＳから始動する。フラグＦ３が存在したため、ＡＥＩが始動される。それは、フラグＦ
３がＶＳによって時刻Ｔ６にてセットされたためである。
【００９７】
　標準的な周期の進行を仮定すると、フラグが立ったＡＰが、時刻Ｔ９にて送出され、次
のＡＥＩが開始される。この周期において、ＶＳが起こっていない状態で、ＡＥＩは終了
する。したがって、フラグはセットされなかった。時刻Ｔ１０にて、ＡＰが送出される。
フラグが存在しない状態では、次のＡＥＩは開始されない。そうではなくて、ＡＶ間隔が
始動する。ＡＶ間隔は、支持パルスを送出するために、比較的短い間隔、たとえば、８０
ミリ秒に設定されてもよい。もちろん、選択される間隔は、所望に応じてプログラムされ
てもよい。どんな時間間隔がプログラムされようが、フラグがセットされていない状態で
、ＡＰにて始動されることになる。ＡＶ間隔が終了した後、ＶＰが、時刻Ｔ１１にて送出
される。心室事象、この場合、ＶＰが存在したため、フラグＦ４がセットされる。ＶＡ間
隔は、時刻Ｔ１１にて開始される。時刻Ｔ１２にて、ＶＡ間隔の終了時に、ＡＰが送出さ
れ、フラグＦ４がセットされたため、後続するＡＥＩが始動する。
【００９８】
　図１２Ａは、ＦＩＤＤＩモードにおけるデバイスの動作を同様に示すはしご図である。
時刻Ｔ１にて、ＡＰが送出され、ＡＥＩが始動する。ＡＥＩの間、心室センスが存在せず
、したがって、フラグはセットされない。時刻Ｔ２にて、次のＡＰが送出され、事前プロ
グラムされたＡＶ間隔が始動する。ＡＶ間隔の終了時に、ＶＰが、時刻Ｔ３にて送出され
、ＶＡ間隔が始動する。ＶＰは、フラグＦ１をセットする。その後、時刻Ｔ４にて、次の
ＡＰが、送出され、フラグＦ１がセットされたため、ＡＥＩが開始される。内因性心室事
象が無い場合、デバイスは、心室活動の無い心周期と、ペーシングされた心室事象を有す
る心周期との間を行き来する。換言すれば、周期一つおきに心室活動が存在する。周期Ｃ
１、Ｃ３、及びＣ５は、心室活動を持っておらず、周期Ｃ２、Ｃ４、及びＣ６は、心室支
持ペーシングを含む。その基本モードでは、これは、患者が、たとえば、完全伝導ブロッ
クを有する時に、ＦＩＤＤＩが働くことになる方法である。長い期間にわたって患者をこ
のペーシングパターンに留めることは、心室レートを実質的に半減するため、望ましくな
いはずである。しかし、その基本形態におけるＦＩＤＤＩは、以下でより詳細に説明され
るように、促進心房しきい値ペーシング試験に有益である。
【００９９】
　引き続き図１２Ａを参照すると、ＡＰは、フラグがセットされていない状態で、時刻Ｔ
５にて送出される。そのため、ＡＶ間隔が始動し、その終了時点で、ＶＰが、時刻Ｔ６に
て送出される。そのため、フラグＦ２がセットされ、ＶＡ間隔が開始される。ＶＡ間隔が
終了する前に、内因性心室事象が、時刻Ｔ７にて検知される。このＶＳは、たとえば、心
室性期外収縮（ＰＶＣ）であることができる。ＶＳは、セットされたフラグに影響を及ぼ
さないことになる。すなわち、フラグＦ２は、セットされており、変更される必要がない
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。しかし、ＶＳによって、ＶＡ間隔はリセットされる。このＶＡ間隔は、時刻Ｔ８にて終
了し、次のＡＰが送出され、フラグＦ２がセットされたため、次のＡＥＩが始動する。そ
のため、ＦＩＤＤＩでは、心室ペース後に検知された後続する各心室事象は、ＶＡ間隔を
リセットすることになる。
【０１００】
　フラグが立ったＡＰは、時刻Ｔ８にて送出され、ＡＥＩが始動する。その後、時刻Ｔ９
にて、内因性心室活動が検知され、フラグが、次の周期についてセットされる。ＡＥＩが
終了する前に、別の心室事象が、時刻Ｔ１０にて検知される。２回目の（又は、後続する
）心室事象が所与のＡ－Ａ間隔において起こることによって、ＡＥＩは、終了し、ＶＡ間
隔が、時刻Ｔ１０にて開始される。すなわち、ＡＥＩは、有効に延長される。ＶＡ間隔の
終了時に、ＡＰが、時刻Ｔ１１にて送出される。ＶＡ間隔の間に、さらなる心室事象が存
在した場合、ＶＡ間隔は、各事象によってリセットされるはずである。
【０１０１】
　次の周期について、ＡＰが、時刻Ｔ１１にて送出され、ＡＥＥＩが開始される。ＶＳが
、時刻Ｔ１２にて起こり、ＡＥＩの終了前に、２回目のＶＳが、時刻Ｔ１３にて起こる。
前の周期とちょうど同じように、後続するこの心室事象は、ＶＡ間隔をトリガし、有効に
ＡＥＩを延長する。むしろ、ＡＥＩは、もはや適用できず、ＶＡ間隔が、使用中のタイマ
である。実際問題として、Ａ－Ａ間隔は、ＡＥＩが生成したはずである期間を超えて延長
する。ＶＡ間隔が終了する前に、ＡＳが、時刻Ｔ１４にて起こる。フラグがセットされて
いるため、この内因性心房事象は、次のＡＥＩの開始を始動する。
【０１０２】
　図１２Ｂは、フラグがセットされていない周期において、内因性心房センスが起こる例
を示す。時刻Ｔ１にて、ＡＰが送出され、ＡＥＩが始動する。心室事象は検知されず、時
刻Ｔ２にて、内因性心房事象が検知される。これは、時刻Ｔ３にて起こったはずである、
後続するＡＰの送出を抑止することになる。ＡＰが、たとえ抑止されても、ＡＥＩは、継
続し、その終了によって、時刻Ｔ３にて、ＡＶ間隔が開始される。これは、Ａ－Ａ間隔の
間の一貫性を維持することになる。別法として、こうした一貫性が望まれない場合、ＡＶ
間隔が、時刻Ｔ２にて始動されることができる。
【０１０３】
　一般に、ＦＩＤＤＩは、所与の心周期においてフラグをセットし、フラグは、後続の連
続する心周期について有効である。したがって、連続するわずか一心周期が、心室活動が
無い状態で起こることになる。たとえば、完全伝導ブロックが存在する場合、ＦＩＤＤＩ
は、１つおきの心周期をペーシングすることになる。ＦＩＤＤＩの種々の他の実施形態が
、本発明の範囲内に含まれることが理解されるべきである。たとえば、パラメータは、所
与のフラグが、付加的な、後続する周期について有効であるように調整されてもよい。フ
ラグが、たとえば、２つの心周期について有効である場合、２つの連続する心室拍動の抜
けが許容されるはずである。心室ペーシングに完全に依存することによって、デバイスは
、２周期おきにペーシングするはずである。したがって、フラグが有効である心周期の数
を調整することによって、心房追従を維持しながら、許容される連続する心室拍動の抜け
の数が、それに応じて調整される。
【０１０４】
　説明したように、その基本動作モードにおいて、一実施形態では、ＦＩＤＤＩは、１つ
おきの心周期（たとえば、Ａ－Ａ間隔）のみが、心室活動（たとえば、完全伝導ブロック
）を含む状況を許容することになる。程度の低いブロックに関して、又は、他の状況下で
は、他のシーケンスがもたらされることになるが、少なくとも１つおきの周期が、心室事
象を含むことになる。最も極端な場合、これは、心室レートを半減する。（標準的な心房
レートに関して）半減した心室レートは、生命を維持することになるが、生活の質を低く
するはずである。すなわち、所定期間にわたるこうした心室レートは、患者の健康及び幸
福にとってマイナスの結果をもたらすはずである。
【０１０５】
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　ＦＩＤＤＩは、モード切り換えすることなく、上述した規則及びパラメータに従って動
作することになる完全なペーシングモダリティである。したがって、デバイスにおいて実
施される場合、ＦＩＤＤＩは、多くの状況において心室ペーシングの管理を達成すること
になる。たとえば、内因性伝導が大部分の心周期において起こる患者において、ＦＩＤＤ
Ｉは、こうした伝導を十分に促進し、一周期についての心室拍動の抜けを許容し、次の周
期において支持ペーシングを供給し、次に、内因性伝導を促進し続けることになる。さら
に、心房過剰駆動ペーシングが利用される状況では、ＦＩＤＤＩのレート半減効果が望ま
しい場合がある。
【０１０６】
　他の状況では、ＦＩＤＤＩのみが、望ましくない長期のペーシングパターン（たとえば
、標準的な心房レートに関して半減する心室レート）をもたらす場合がある。そのため、
本発明は、心室ペーシング管理のためにＦＩＤＤＩを使用するための種々のプロトコルを
含む。
【０１０７】
　図１３を参照すると、ＦＩＤＤＩは、心室ペーシングを管理するために、モード切り換
えと共に使用される。時刻Ｔ１の前に、デバイスは、ＦＩＤＤＩモードで動作していた。
時刻Ｔ１にて、ＡＰが送出され、フラグがセットされたために、ＡＥＩが開始される。Ｖ
Ｓが、時刻Ｔ２にて起こり、フラグをセットする。そのため、時刻Ｔ３にて、次のＡＰが
送出され、次のＡＥＩが開始される。心室センスが起こらず、時刻Ｔ４にて、ＡＥＩが終
了し、ＡＰが送出され、ＡＶ間隔が開始される。このＡＶ間隔の終了時に、心室支持ペー
スが、時刻Ｔ５にて送出され、ＶＡ間隔が開始される。この時点を通して、デバイスは、
ＦＩＤＤＩモードで動作しており、そのため、遅延問題がなくなる。
【０１０８】
　ＡＶ間隔の間に、デバイスは、ＦＩＤＤＩからＤＤＤへのモード切り換えを準備する。
ＡＶ間隔の終了時に、次のＶＰが、時刻Ｔ５にて送出され、デバイスは、実際に、ＤＤＤ
へモード切り換えする。先の実施形態と同様に、ＤＤＤの第１の周期は、内因性伝導を可
能にする長いＡＶ間隔を有する「ＤＤＤロング」と呼ばれる。標準的なＤＤＤモードへ、
モード切り換えを行うことができるため、これは任意選択である。図示する例では、長い
ＡＶ間隔が始まり、心室ペースの送出によって、時刻Ｔ７にて終了する。心室センスが存
在した場合、デバイスは、次の周期及び後続する周期についてＦＩＤＤＩに戻ることがで
きる。心室活動が検知されない場合、デバイスは、時刻Ｔ８にて、「標準的な」ＤＤＤで
動作する。すなわち、ＡＶ間隔は、標準的な持続時間である。
【０１０９】
　デバイスは、伝導チェックが起こるまで、ＤＤＤモードを継続することになる。たとえ
ば、時刻Ｔ９にて、デバイスは、ＦＩＤＤＩからＤＤＤへモード切り換えし、或る期間、
ＤＤＤモードで動作する。或る所定の間隔後に、デバイスは、時刻Ｔ１０にて伝導チェッ
クを行い、デバイスは、ＦＩＤＤＩへモード切り換えする。ＤＤＤの最後の周期が、（お
そらく、ペーシングされた）心室事象を含んだため、Ｔ１０にてフラグが存在し、ＡＰが
送出される。フラグは、実際にセットされてもよく、又は、デフォルトは、ＦＩＤＤＩへ
のモード切り換え後の第１の周期についてフラグが存在すると仮定することであることが
できる。いずれの場合も、ＡＥＩが、Ｔ１０にて開始され、デバイスは、内因性心室事象
が、そのＡＥＩの間の任意の時点で起こるか否かを監視する。ＶＳが存在する場合、デバ
イスは、ＦＩＤＤＩのままであり、述べたように継続することになる。ＶＳが存在しない
場合、デバイスは、説明したように、次の周期についてＦＩＤＤＩのままであり、心室支
持ペースを送出し、次に、ＤＤＤへモード切り換えする。
【０１１０】
　そのため、本実施形態は、ＦＩＤＤＩが、ＤＤＤへのモード切り換えと共に採用されて
、心室ペーシングを管理するプロトコルを提供する。要約すると、デバイスは、支持ペー
スが送出されるＦＩＤＤＩの周期に後続する少なくとも一周期について、ＤＤＤへ切り換
わることになる。デバイスは、次に、内因性伝導があるかを定期的にチェックし、見つか
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ればＦＩＤＤＩへ切り換わるか、伝導チェックが実施されるべきでないと判定される場合
にＤＤＤのままであるか、又は、内因性伝導がペーシングされたレートより高いレートで
起こる場合にＦＩＤＤＩへ切り換わることになる。
【０１１１】
　別の実施形態では、心室ペーシングを最小にするか、又は、減らすために、モードスー
パバイザと共に、ＦＩＤＤＩが使用される。一般に、この実施形態では、デバイスは、Ｆ
ＩＤＤＩで動作し、モードスーパバイザは、その機能の１つとして、心室ペーシングのパ
ターン及び内因性心室伝導のパターンを監視する。そのため、ＦＩＤＤＩにおいて、抜け
た心室拍動は許容され、次の周期はペーシングされ、後続する周期によって、全Ａ－Ａ間
隔が、心室活動について検知されることが可能になる。すなわち、ＦＩＤＤＩが心室ペー
スを送出する周期後にＤＤＤへモード切り換えするのではなく、この実施形態は、心室ペ
ーシングが送出される周期後もＦＩＤＤＩのままである。モードスーパバイザは、心室活
動を監視し、或る他のパラメータが満たされる場合、モード切り換えを生じることになる
。たとえば、モードスーパバイザは、最後の４つのうちの３つの心周期に心室活動が存在
した場合、デバイスをＦＩＤＤＩに保つことになる。逆に、最後の４つのうちの２つ以下
の心周期にしか心室活動が存在しなかった場合、モードスーパバイザは、たとえば、ＤＤ
Ｄへのモード切り換えをトリガすることになる。種々の他のパターン又はパラメータを使
用して、モード切り換えが起こる時を規定することができる。
【０１１２】
　そのため、モードスーパバイザは、任意の数のパラメータ及び変数を監視し、必要とさ
れる時に、モード切り換えをトリガすることができる。こうした変数及びパラメータは、
所定期間にわたって、且つ／又は、検知された状況に基づいて調整されることができる。
これによって、デバイスが、ＦＩＤＤＩのままとなり、心室拍動の抜けが存在する時はい
つでも即座にモード切り換えするのではなく、いくつかの心室拍動の抜けを許容すること
が可能になる。こうした断続的に抜けた心室拍動は、標準的であることが多く、一般に無
害である。これらの事象を許容することによって、本実施形態は、さらに、心室ペーシン
グを減らす。モードスーパバイザは、問題となる状況を示すパターンを監視し、適切であ
れば、モード切り換えをトリガする。多くのこうした問題となる状況は、過渡的であるか
又は一時的であり、モードスーパバイザは、伝導チェックを始動し、適切であれば、デバ
イスをＦＩＤＤＩへ戻すことができる。さらに、或る状況は、所定期間にわたって悪化す
る。そのため、モードスーパバイザは、その基準を所定期間にわたって調整することがで
きる。たとえば、モードスーパバイザは、モード切り換えする前の、所与の数の周期の中
の、たとえば、抜けた心室拍動の数に、初めは寛容であってもよい。所定期間にわたって
、モードスーパバイザが、悪化する状況を示すパターンを認識する場合、パラメータは、
抜けた心室拍動の数に寛容でないように調整されることができ、したがって、それに応じ
て、モードが切り換わる。
【０１１３】
　この実施形態の動作は、図１４のはしご図によって図示される。最初に、デバイスは、
ＦＩＤＤＩモードで、且つ、心周期Ｃ１～Ｃ３において動作し、標準的な内因性心室脱分
極が存在する。周期Ｃ４にて、心室センスが存在せず（したがって、心室拍動が抜ける）
、したがって、周期Ｃ５にて、ＦＩＤＤＩが心室支持ペースを送出する。デバイスが、Ｆ
ＩＤＤＩで動作し続けることが留意されるべきである。周期Ｃ６～Ｃ９において、適切な
心室活動が検知される。
【０１１４】
　心室拍動の抜けは、周期Ｃ１０の間、及び、周期Ｃ１１の間に起こり、ＦＩＤＤＩは、
心室支持ペースを送出する。次の周期Ｃ１２の間、心室拍動の別の抜けが存在する。ＦＩ
ＤＤＩは、周期Ｃ１２のＡ－Ａ間隔を監視し、終了すると、周期Ｃ１３についてＡＶ間隔
を始め、次に、支持ペースを送出する。そのため、デバイスは、この周期まで、ＦＩＤＤ
Ｉで動作し続ける。しかし、モードスーパバイザは、ＤＤＤへのモード切り換えが適切で
あり、同じことが周期Ｃ１４について行われると判定する。たとえば、採用される基準は
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、前の４つのうちの３つの心周期が心室活動を含む限り、ＦＩＤＤＩの中にあるままであ
ることができる。示す例では、２つ以下の周期しか心室活動を含まなかった場合、モード
切り換えが実施される。
【０１１５】
　モードスーパバイザが、ＤＤＤへのモード切り換えをトリガすることに続いて、種々の
オプションが存在する。たとえば、デバイスがＤＤＤのままであってもよく、又は、定期
的な伝導チェックを行うことができ、もしうまくいけば、モードスーパバイザは、デバイ
スが、ＦＩＤＤＩへモード切り換えするようにさせることになる。
【０１１６】
　本明細書で述べるように、ＦＩＤＤＩは、完全で、且つ、独立のペーシングモードであ
る。ＦＩＤＤＩは、その基本形態でペーシング療法として使用されてもよく、モード切り
換えプロトコル又はモードスーパバイザと共に使用されて心室ペーシングを管理してもよ
く、種々の治療についての他のパラメータと共に使用されてもよく、心室レート半減のた
めに使用されてもよく、又は、しきい値試験を行うのに使用されてもよい。
【０１１７】
　１９９９年９月２１日にCasavantに発行され、Medtronic, Inc.に譲渡された米国特許
第５，９５４，７５５号は、促進心房ペーシングしきい値試験（ＦＡＰＴＴ）を開示して
おり、参照によりその全体が本明細書に援用される。ＦＩＤＤＩは、ＦＡＰＴＴを実施す
るのに使用することができる。非常に一般化され、且つ、単純化された概要として、ＦＡ
ＰＴＴは、少なくとも２つの方法でしきい値試験を可能にする。第１に、損なわれていな
いＡＶ伝導が存在する場合、デバイスは、心室センスが無いことによって示される捕捉の
喪失が存在するまで、ＡＤＩモードでペーシングする。それが起こると、デバイスは、Ｄ
ＤＩへモード切り換えし、支持ペースを送出する。デバイスは、次に、もとのＡＤＩへモ
ード切り換えし、捕捉の喪失をそのレベルで検証するか、又は、心房ペーシングしきい値
を再調整するかのいずれかによって、しきい値試験を継続する。
【０１１８】
　完全ブロックが存在し、且つ、患者が、心室ペーシングに関してペースメーカ依存性が
ある場合、ＦＡＰＴＴを使用して、得られるＥＫＧの混乱をなくす。すなわち、ペーシン
グしきい値試験について、心房レートが比較的高く（たとえば、９０～２００ｂｐｍ）駆
動される。この高いレートに心室レートを追従させることは望ましくないはずである。実
際に、心室レートが追従する場合、得られる標準的なＥＫＧは、非常に込み入っており、
解釈するのが難しい。そのため、ＦＡＰＴＴは、単一の拍動ごとにＡＤＩとＤＤＩとの間
で、又は、その逆にモード切り換えする。ＡＤＩの各周期は、心室活動を持っていない。
したがって、得られるＥＫＧは、解釈するのが容易である。心室レートは、心房レートと
比較して、実質的に半減するが、心房レートは、試験のために高く設定されるため、心室
レートは、結局、標準的になる。しきい値試験は、ＥＫＧ又は他の手段を介して心房にお
ける捕捉の喪失があるかを監視することによって行われる。
【０１１９】
　いずれの実施態様においても、ＦＡＰＴＴは、非常に制限された期間について、且つ、
一般に、医療介護人の直接統括の下で実施されるしきい値試験に過ぎない。ペーシングモ
ードとしてのＦＩＤＤＩを使用して、ＦＡＰＴＴプロトコルによるしきい値試験を行うこ
とができる。すなわち、ＦＩＤＤＩは、内因性ＡＶ伝導を十分に促進し、前の周期が心室
活動を持っていない場合に心室ペースを送出するだけであることになる。そのため、心房
しきい値を調整しながら、ＦＩＤＤＩを使用することによって、患者が、普通なら良好な
伝導を有し、試験が、モード切り換えを必要としない時に、捕捉の喪失を、心室活動の喪
失によって特定することができる。逆に、完全ＡＶブロックが存在する場合、心房レート
を高いレートに設定しながら、ＦＩＤＤＩを使用することができる。一つおきの拍動は、
モード切り換えを必要としない状態で、心室活動を持っていないことになる。そのため、
ＥＫＧの混乱及びこうした頻繁なモード切り換えの固有の問題が無い状態で、しきい値試
験を容易に実施することができる。
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【０１２０】
　図１５は、ＦＩＤＤＩモダリティを示すフローチャートである。或る時点にて、デバイ
スは、ＦＩＤＤＩで動作し始める（Ｓ５００）。一般に、これは、デバイスが、別のモー
ドにある間に、ペーシングされたか、又は、検知された心室事象によって起こることにな
る。他のモードの最後の周期の間に、デバイスは、ＦＩＤＤＩへモード切り換えし、心室
事象は、まさしく次の周期についてフラグをセットする。別法として、ＦＩＤＤＩは、心
房事象によって始動することができ、その周期についてフラグが仮定されるか、又は、第
１の周期が、デフォルトによってペーシングされてもよい。いずれの場合も、ＦＩＤＤＩ
の動作の最初の全周期について、フラグがセットされる。
【０１２１】
　ＦＩＤＤＩの始動（Ｓ５００）後に、ＦＩＤＤＩの動作の最初の全周期について、フラ
グが存在し、もし存在すれば、心房ペーシングパルス又は心房検知事象によって、ＡＥＩ
が始動する（Ｓ５０５）。ＡＥＩが進行する時に、デバイスは、心室事象があるかを監視
する（Ｓ５１０）。心室センスが存在する場合、デバイスは、心室センスが、最新のＡ－
Ａ間隔の最初の心室センスであるか否かを判定する（Ｓ５１５）。最初の心室センスであ
る場合、デバイスは、フラグをセットし（Ｓ５２０）、ＡＥＩが終了するまで、監視し続
ける（５１０）。検知された心室事象が、最新のＡ－Ａ間隔の２回目の、又は、後続する
心室センスである場合、ＶＡ間隔が開始される（Ｓ５２５）か、又は、再開される（たと
えば、図１２Ａを参照されたい）。タイミングは、ここで、ＶＡ間隔によって駆動される
が、これは、ＡＥＩを有効に延長するか、又は、延ばすことになる。
【０１２２】
　最新のＡ－Ａ間隔は、ＡＥＩがなくなるか、ＶＡ間隔がなくなるか、又は、心房センス
が起こるかのいずれかによって、終了することになる。最新のタイマ（ＡＥＩ又はＶＡ）
が終了しなかった場合（Ｓ５３０）で、且つ、心房センスが存在しなかった場合（Ｓ５３
５）、プロセスは、心室活動があるかを監視し続ける（Ｓ５１０）。
【０１２３】
　最新のタイマが終了した場合（Ｓ５３０）、心房ペースが送出される（Ｓ５４０）。こ
の例示のために、タイマの終了（Ｓ５３０）は、タイマが、心房事象を検知することなく
終了したことを意味する。実際に、心房事象の検知が存在した場合（Ｓ５３５）、プロセ
スは、タイマが、実際に、継続するか、又は、終了するかに関わらず、以下で説明する異
なった方法で進む。
【０１２４】
　ＡＰが送出されると（Ｓ５４０）、デバイスは、セットされたフラグが存在したか否か
を判定する。セットされたフラグが存在した場合、プロセスは、Ｓ５０５に戻り、次のＡ
ＥＩが始動する。フラグがセットされなかった場合（Ｓ５４５）、プログラムされたＡＶ
（ＰＡＶ）間隔が開始される（Ｓ５５０）。一実施形態では、ＰＡＶは、支持ペースを送
出するために、比較的短い（たとえば、８０ミリ秒）が、任意の所望の間隔にプログラム
されてもよい。ＰＡＶが終了すると、心室ペース（ＶＰ）が送出される（Ｓ５５５）。内
因性心室事象が感知された場合、モダリティは、この心室ペースを抑止することになる。
いずれの場合も、心室活動の結果として、フラグがセットされ（Ｓ５６０）、ＶＡ間隔が
開始される（Ｓ５６５）。この期間の間、デバイスは、内因性活動があるかを監視し（Ｓ
５７０）、内因性活動が、心房性であるか、又は、心室性であるかを判定する（Ｓ５７５
）。心房事象である場合、プロセスは、Ｓ５０５に戻り、次のＡＥＩが始動する。ＶＡ間
隔の間に心室センスが存在する場合、ＶＡ間隔が再開される（Ｓ５６５）。ＶＡ間隔が、
中断無しで終了する場合、ＡＰが送出され（Ｓ５８０）、プロセスは、Ｓ５０５に戻り、
次のＡＥＩが始動する。
【０１２５】
　Ｓ５３０に戻ると、最新のタイマ（ＡＥＩ又はＶＡ）が、心房センス（Ｓ５３５）のた
めに、終了するか、又は、中断される場合、計画されたＡＰは抑止され（Ｓ５９０）、デ
バイスは、フラグがセットされているか否か（Ｓ６００）を判定する。フラグが存在する
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場合（Ｓ６００）、プロセスは、Ｓ５０５に戻り、次のＡＥＩが始動する。セットされた
フラグが存在しなかった場合（Ｓ６００）、プログラムされたＡＶ間隔（ＰＡＶ）が始動
する（Ｓ６１０）。この実施形態では、ＰＡＶの始動は遅延する。実際には、前のＡＥＩ
（内因性心房活動によって抑止される）が、続くことが許され、その終了時に、ＰＡＶが
始動する。代替の実施形態では、ＰＡＶは、検知された心房活動によって始動する。ＰＡ
Ｖが終了すると、（抑止されなければ）ＶＰが送出され（Ｓ６１５）、フラグが、次の周
期についてセットされる（Ｓ６２０）。心室活動は、ＶＡ間隔を始動させ（Ｓ６２５）、
ＶＡ間隔の間に、デバイスは、さらなる心室事象があるかを監視する（Ｓ６３０）。プロ
セスは、Ｓ５７０に進み、先に述べたように継続する。
【０１２６】
　ステップＳ５４５及びＳ６００にて、フラグが、以前にセットされたか否かについて判
定が行われる。両方の場合において、フラグが存在する場合、プロセスは、Ｓ５０５に戻
り、ＡＥＩが始動する。これらのステップの両方において有効であったフラグは、次の周
期内まで持続しない。そのため、フラグは、メモリからクリアされる。図示していないが
、これは、Ｓ５４５及びＳ６００の後に起こってもよく、又は、Ｓ５０５とともに、又は
、その直後に起こってもよい。別法として、フラグをメモリからクリアするのではなく、
各フラグは、所与の間隔に関連付けられることができ、そのため、その間隔について有効
であるに過ぎないことになる。
【０１２７】
　本明細書を通して、ＮＢＧペースメーカコードによる指示を含む種々の用語が、ペーシ
ングモダリティを示すのに使用されてきた。こうした専門用語の使用は、例示のためのも
のに過ぎず、限定的であると考えられるべきではない。本文脈で使用される、これらのコ
ードは、述べられるモードの、特徴、規則、及び機能を単に近似することができる。たと
えば、ペーシングを減らすか、又は、最小にするための、本明細書で述べる一実施形態で
は、オペレーションは、或る状況下で、ＡＡＩモードで動作し、次に、ＤＤＩモードへモ
ード切り換えするものとして述べられる。たとえば、ＡＡＩ／Ｒ、ＡＤＩ、又はＡＤＩ/
Ｒはまた、ＡＡＩではないデバイスの関連する動作を述べ、したがって、交換可能である
ことが理解されるべきである。本明細書で使用される場合、「心房ベースのペーシング」
モード又はモダリティは、これらのモード（ＡＡＩ、ＡＡＩ／Ｒ、ＡＤＩ、ＡＤＩ／Ｒ）
及びその変形のうちの任意のものを述べるのに使用される。
【０１２８】
　広範囲には説明されないが、レート応答性は、ＦＩＤＤＩを含む、説明されるモダリテ
ィのうちの任意のモダリティに適用可能である。そのため、説明されるか、又は、近似さ
れる任意のモダリティは、本発明の範囲から逸脱することなく、レート応答性の変形形態
と交換されてもよい。
【０１２９】
　説明されるモードは、ハ－ドウェア、ファームウェア、ソフトウェア、コード、命令、
或いは、適切な医療デバイスによってアクセス可能な、メモリ又は任意のコンピュータ読
み取り可能媒体に記憶された任意の適切なフォーマットにおいて具体化されてもよい。モ
ダリティは、設計若しくは製造によってデバイス内に組み込まれてもよく、又は、既存の
デバイスに付加されてもよい。
【０１３０】
　本発明は、好ましい実施形態を参照して述べられたが、本発明の精神及び範囲から逸脱
することなく、形態及び細部において、変更を行ってもよいことを、当業者は認識するで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】本発明によるＩＣＤシステムの図である。
【図２】本発明の特徴を実行するようになっているＩＣＤの機能ブロック図である。
【図３】図１の外部プログラミングユニットの斜視図である。
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【図４】ＡＡＩ動作モードにおける、埋め込み可能医療デバイスの動作を示すはしご図で
ある。
【図５Ａ】ＤＤＩ動作モードにおける、埋め込み可能医療デバイスの動作を示すはしご図
である。
【図５Ｂ】ＤＤＩ動作モードにおける、埋め込み可能医療デバイスの動作を示すはしご図
である。
【図６】ＤＤＤ動作モードにおける、埋め込み可能医療デバイスの動作を示すはしご図で
ある。
【図７】本発明の一実施形態による、心室ペーシングを管理している間の、埋め込み可能
医療デバイスの動作を示すはしご図である。
【図８】モードスーパバイザによる、埋め込み可能医療デバイスの動作を示すはしご図で
ある。
【図９】本発明の別の実施形態による、心室ペーシングを管理している間の、埋め込み可
能医療デバイスの動作を示すはしご図である。
【図１０】埋め込み可能医療デバイスの動作をさらに示すはしご図である。
【図１１】本発明の一実施形態による、完全抑止型ＤＤＩ（ＦＩＤＤＩ）動作モードにお
ける、埋め込み可能医療デバイスの動作を示すはしご図である。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態による、完全抑止型ＤＤＩ（ＦＩＤＤＩ）動作モードに
おける、埋め込み可能医療デバイスの動作を示すはしご図である。
【図１２Ｂ】本発明の一実施形態による、完全抑止型ＤＤＩ（ＦＩＤＤＩ）動作モードに
おける、埋め込み可能医療デバイスの動作を示すはしご図である。
【図１３】心室ペーシングを管理している間の、ＦＩＤＤＩ動作モードにおける、埋め込
み可能医療デバイスの動作を示すはしご図である。
【図１４】心室ペーシングを管理している間の、ＦＩＤＤＩ動作モードにおける、埋め込
み可能医療デバイスの動作を示すはしご図である。
【図１５】ＦＩＤＤＩモードを実施するプロセスを示すフローチャートである。
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