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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心筋を刺激するためのシステムであって、該システムは、
　移植可能な音響制御送信器と、
　心筋組織と直接的に接触しているように適合された電極集合体を有する移植可能な音響
受信刺激器と
　を含み、
　該制御送信器は、別個の心臓ペースメーカーのペーシング出力を検出して、該ペーシン
グ出力を検出すると音響エネルギーを送信するように構成されており、
　該受信刺激器は、該音響エネルギーを受信して、該音響エネルギーに含まれるエネルギ
ー情報および信号情報の両方に基づいて該音響エネルギーを心臓刺激エネルギーに変換す
るように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記受信刺激器は、音響エネルギーを受信して交流を生成する音響受信器と、前記心臓
組織を刺激するために該交流を直流または波形に変換するための手段と、該直流または該
波形を心筋組織に送達するように適合された電極とを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記移植可能な受信刺激器は、心臓チャンバ内の任意の位置に置かれ、固定されるよう
に適合されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
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　前記移植可能な受信刺激器は、前記心筋組織内の任意の位置に埋め込まれ、固定される
ように適合されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記移植可能な受信刺激器は、心臓の心外膜上の任意の位置に置かれ、固定されるよう
に適合されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記移植可能な受信刺激器は、心臓の冠状静脈または冠状動脈内の任意の位置に置かれ
、固定されるように適合されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項７】
　前記移植可能な受信刺激器は、ステント上に置かれる、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記移植可能な受信刺激器は、ステント壁の外側と血管壁の内側との間に固定されるよ
うに適合されている、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記移植可能な受信刺激器は、左心室と右心室との間の収縮を同期させるために置かれ
、固定されるように適合されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記移植可能な受信刺激器は、左心室内の収縮を同期させるために置かれ、固定される
ように適合されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記移植可能な受信刺激器は、前記左心房と前記右心房との間の収縮を同期するために
置かれ、固定されるように適合されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記移植可能な受信刺激器は、心房と心室との間の収縮を同期させるために置かれ、固
定されるように適合されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記移植可能な受信刺激器は、心臓内の複数の部位の間の収縮を同期させるために置か
れ、固定されるように適合されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　制御送信器は、前記移植可能な音響受信刺激器にエネルギーを送達するために、患者に
対して外的に置かれるように適合されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記制御送信器は、電源と、ペーシング信号を提供するための制御回路網およびタイミ
ング回路網と、該ペーシング信号を音響エネルギー信号に変換するための手段と、該音響
エネルギー信号を前記受信刺激器に送信するための手段とを備える、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項１６】
　制御回路網およびタイミング回路網は、刺激のタイミングを調節するために、生理学的
な変数または非生理学的な変数をセンシングするための１つ以上の手段を含む、請求項１
５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記制御送信器は、ペースメーカーを有する前記移植可能な受信刺激器からの心臓刺激
を同期させるために、該ペーシング信号のタイミングを合わせるように構成されている、
請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　生理学的な変数をセンシングするための手段は、血圧センサを含む、請求項１６に記載
のシステム。
【請求項１９】
　生理学的または非生理学的な変数をセンシングするための手段は、前記制御送信器の外
面上に位置して組織と接触している電極からのエレクトログラム信号を処理することを含
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む、請求項１６または請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記エレクトログラム信号プロセッサは、内因性心拍を検出するように適合されている
、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記エレクトログラム信号プロセッサは、ペースメーカーのペーシング出力を検出する
ように適合されている、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記エレクトログラム信号プロセッサは、ペースメーカーのペーシング出力によって開
始された非内因性心拍を検出するように適合されている、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記エレクトログラム信号プロセッサは、頻脈性不整脈を検出するように適合されてい
る、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記制御回路網は、頻脈性不整脈を検出した後に、選択的にペーシング、および／また
は細動除去し得る、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　生理学的な変数をセンシングするための手段は、身体運動をセンシングするための加速
度計を含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２６】
　生理学的な変数をセンシングするための手段は、心音を処理することを含む、請求項１
６に記載のシステム。
【請求項２７】
　生理学的な変数をセンシングするための手段は、呼吸サイクルまたは肺水腫と関連する
身体におけるインピーダンス変化を処理することを含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２８】
　生理学的な変数をセンシングするための手段は、体温を処理することを含む、請求項１
６に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記心臓ペースメーカーのペーシング出力を検出することは、前記制御送信器から前記
ペースメーカーのペーシング出力チャネルにケーブルを接続することと、該ケーブルから
ペーシング出力の発生を検出することとを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３０】
　少なくとも１つのさらなる受信刺激器デバイスをさらに備えている、請求項１に記載の
システム。
【請求項３１】
　前記システムは、前記受信刺激器デバイスを順次に起動するようにプログラムされてい
る、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記システムは、前記受信刺激器デバイスを同時に起動するようにプログラムされてい
る、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記移植可能な音響制御送信器は、従来のペースメーカーのための制御回路網を含み、
従来の電気的なペーシングのために前記右心房および／または前記右心室に置かれた電極
チップの経静脈リード線を利用するように適合されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記移植可能な制御送信器／ペースメーカーの組み合わせは、電源と、複数のペーシン
グ信号を提供するための制御回路網およびタイミング回路網と、少なくとも１つの従来の
ペーシング出力信号を増幅して前記経静脈リード線上の電極を介して心筋に付与するため
の手段と、少なくとも１つのペーシング信号を音響エネルギー信号に変換するためのプラ
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ス手段と、該音響エネルギー信号を該受信刺激器に送信するための手段とを備えている、
請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　請求項１に記載の心筋を刺激するためのシステムであって、前記音響エネルギーの周波
数は、２０ｋＨｚと１０ＭＨｚとの間にある、システム。
【請求項３６】
　前記音響エネルギーの周波数は、２００ｋＨｚと５００ｋＨｚとの間にある、請求項３
５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の背景）
　（１．発明の分野）
　本発明のシステムおよび方法は、移植可能なデバイスによる心臓および他の身体組織の
電気的な刺激に関する。具体的には、本発明は、従来のリード線／電極のシステムの使用
なしにそのような刺激を提供するためのシステムおよび方法に関する。より具体的には、
本出願は、心不全の処置のための、ならびに移植可能なペーシングシステムおよびコンポ
ーネントを用いて心臓不整脈を終了させるためのシステムおよび方法を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　身体組織の電気的な刺激は、慢性状態および急性状態の両方の処置のために医療全般で
使用される。多くの実施例の中で、末梢筋肉刺激は、緊張と引き裂きの治癒を加速するこ
とが報告され、同様に、骨刺激は、骨折における骨の再成長／修復の速度を増すことが示
され、神経刺激は、慢性疼痛を軽減するために使用される。電気的な刺激を利用する一般
的に移植されるデバイスは、心臓ペースメーカーである。さらに、本態性震顫、パーキン
ソン病、偏頭痛、卒中に起因する機能不全、およびてんかん発作などの様々な神経と脳の
状態を処置するための電気的刺激の使用における研究が奨励されている。
【０００３】
　そのような刺激を提供するデバイスは、幾つかの場合には、外的に利用され得、他の場
合には、該デバイスのすべてまたは一部を移植することがより有利である。本発明は、身
体組織に直接的な電気的刺激を供する少なくとも１つの部位が恒久的にまたは一時的に移
植されるデバイスに関する。このようなデバイスは、ペースメーカー、移植可能な細動除
去器、ならびに心臓組織および他の組織を刺激するための他のデバイスを含む。
【０００４】
　一般的には、電極／リード線のシステムと接続された電気的なエネルギー源が、身体内
の組織を刺激するために使用されてきた。リード線の使用は、感染、リード線不全、およ
び電極／リード線の移動に起因する複雑さなど重大な問題と関連する。
【０００５】
　刺激を達成するためのリード線の必要性はまた、身体のアクセス可能な位置の数を制限
する。リード線の必要性はまた、多数の部位（多部位刺激）で刺激する能力を制限してき
た。例えば、てんかんの処置は、最小限恐らく５つまたは６つの刺激部位を必要とし得る
。パーキンソン病などの他の病気は、既存のシステムで利用される２つ以上の刺激部位か
ら恩恵を受ける。
【０００６】
　完全な不全および配置の困難性の問題を超えて、ペースメーカーリード線は、アンテナ
として作用し、ペースメーカー電子機器に電磁干渉（ＥＭＩ）を結合させることによって
、内在的に、ペースメーカーシステムのための問題を引き起こす。心臓エレクトログラム
センシングおよび信号処理回路網への干渉は、特に問題がある。携帯電話、無線コンピュ
ータネットワークなどの数の急激な増加に伴って、ＥＭＩを誘導するペースメーカーのリ
ード線は、ペースメーカーのデバイスの設計におけるますますの複雑化に拍車をかけ、ペ
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ースメーカーデバイスの相当な試験を必要とし続ける。
【０００７】
　最も一般的に移植される刺激デバイスは、心臓ペースメーカーである。ペースメーカー
は、皮下に移植され、チップ電極を有する絶縁された金属リード線によって心臓に接続さ
れるバッテリー電源の電子機器である。ペースメーカーは、当初、幾つかの条件に起因し
得る徐脈、低心拍数のために開発され、これらを処置するために最も一般的に使用される
。より最近には、ペースメーカーの複合、ならびに関連するセンシングおよびペーシング
アルゴリズムにおける進歩は、他の条件、とりわけ、心不全（ＨＦ）および頻脈（頻脈性
不整脈／頻脈）の処置のためにペースメーカーを使用することにおける進歩を可能とした
。
【０００８】
　一般的な用途において、ペースメーカーのリード線は、心臓血管系の静脈面にアクセス
するために鎖骨下静脈またはその支流へ皮膚を介して配置される。このようなシステムは
、右心房もしくは右心室に配置されたリード線を有する単一のチャンバか、または右心房
壁と接触して配置される１つのリード線および右心室壁と接触して配置される第二のリー
ド線を有する二重チャンバシステムであり得る。心臓再同期治療として一般に公知である
ものを介しての心不全の処置のために、二心室ペーシングが利用され、さらなるリード線
が左心室と接触して配置されることを必要とする。該左心室にアクセスするためには、第
三のリード線は、一般的には、右心房、冠状静脈洞の開口部に進められ、次いで、左心室
の後外側のまたは外側の壁の心外膜面上の位置へと冠状静脈洞静脈を介して操縦される。
【０００９】
　設計および材質における約５０年の改良の後に今はあまり一般的ではないが、ペースメ
ーカーのリード線の不全は、いまだ患者にとって重大な危険がある（生命に脅威である出
来事を生じ得るペーシングの喪失のためだけではなく、一度移植されると、ペースメーカ
ーのリード線は、重大な危険がある手順または外科処置を用いてのみ抽出されるという事
実に起因してもまた）。さらに、除去可能でない場合には、既存の機能しないリード線の
位置は、置換リード線の移植を妨げ得る。ペースメーカーのリード線は、絶縁体または伝
導体の破損およびコネクタの緩みまたは適合性のないコネクタを含む幾つかの理由に起因
して故障し得る。
【００１０】
　心不全のための二心室ペーシングにおいては、左心室と接触している第三のリード線の
配置は、重大な問題であり続ける。冠状動脈洞は、多数の支流が左心室の心外膜の末端に
拡大するかなりの変数を伴って、傾き、狭まる多数の支流を有する複雑な静脈道である。
第三のリード線の配置は、医師の側に相当の技術を必要とする。十分な操縦可能性および
押し込み可能性を提供するために、左心室のリード線の設計またはリード線の導入システ
ム／デバイスの設計は、通常のペーシングリード線よりもはるかに複雑である。しばしば
、左心室のリード線の位置付けおよび配置は、実行するのに１時間以上かかり得、患者は
、Ｘ線透視法の放射線および手順の危険の増加に冒される。一部の患者において（ＭＩＲ
ＡＣＬＥ研究においては７．５％）、許容可能であるリードの配置は、解剖学上の制約条
件または横隔神経のペーシングに起因して可能ではない。さらに、リード線の移転および
ペーシングの喪失は、これらの冠状静脈洞リード線の使用（デバイスの配置から最初の６
月以内の複雑な問題の発生率は１０％～２０％）において一般的に複雑な問題であった。
【００１１】
　左心室刺激を達成するリード線の要件は、上述される冠状静脈洞静脈への、または心外
膜上にリード線を配置し、次いで、接続のためにペーシングデバイスの位置にリード線を
貫通させる外科技術を使用する心外膜への配置を制限する。左心室のリード線は、幾つか
の理由のために右配置のリード線のためであるので、心臓チャンバ内部には配置されない
。左心室のリード線は、大動脈弁を横切って後ろ向きに、または（大動脈弁または僧帽弁
の不十分性を引き起こし得る）僧帽弁を横切ってトランセプト（ｔｒａｎｓｐｔａｌｌｙ
）に、絶えず位置付けられなければならない。患者は、動脈の循環内にリード線を有する
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ことから血栓塞栓性の複雑な問題の危険に冒される。大動脈を介しての左心室へのペーシ
ングリード線の後ろ向きの挿入は、リード線の挿入のための恒久的な動脈穿孔、恒久的な
大動脈弁閉鎖不全、および血栓形成を妨げる恒久的な抗凝血を必要とする。代替的には、
左心房または左心室にペーシングリード線を挿入するための右心房からの心房トランセプ
ト穿孔はまた、恒久的な抗凝血を必要とし、左心室部位に対しては、僧帽弁閉鎖不全を引
き起こす。さらに、すべてのペースメーカーのリード線は、感染発生率と関連し、弁膜心
内膜炎の危険は、左心臓でより高くなる。
【００１２】
　二心室ペーシングシステムを受ける患者において、左心室のリード線の配置のための部
位選択は、血行動態の利益を提供するために非常に重要であることが発見された。心不全
の処置のために二心室ペーシングを受ける患者の４０％までは、利益を受けない（すなわ
ち、血行動態測定および心不全機能別クラスは、改善もしないし、悪化もしない）。利益
がないことの最重要原因は、専門家によって、次善の、または不正確な左心室の刺激部位
に起因すると考えられている。しかしながら、位置付けの困難性ならびに冠状静脈洞およ
びその支流の解剖学的構造によって課せられた制限は、しばしばより最適な左心室のペー
シング部位を選択する能力を制限する。右心室の刺激との組み合わせにおける、左心室の
刺激部位を正確に選択する能力は、心不全の処置において助けとなる。
【００１３】
　さらに、左心室の刺激は、現在、心臓の心外膜の（外側の）表面上の部位に限定され、
該心外膜上の冠状静脈洞経路および外科的に移植された左心室のリード線は、心外膜にね
じ込まれる。最近のデータは、左心室の心内膜（ライニングの内側）または心内膜下の（
層の内側の）刺激は、さらなる利益を提供する。
【００１４】
　重要なことには、臨床試験データは、現在、左心室のペーシングだけが、二心室ペーシ
ングのものと等価である血行動態的な利益を生じ得ることを示す。したがって、リード線
のないペーシングシステムは、右心室ペーシングのリード線または電極の必要なしに、二
心室ペーシングの利益を達成する可能性を有する。
【００１５】
　心不全なしに患者のためにより多くの生理学的な右心室ペーシングを提供すことは有益
でもある。通常の生理学においては、右心房は、最初に上部中隔エリアで刺激され、次い
で、衝撃は、特に、右心室頂点への伝導経路を伝わる。しかしながら、右心室のペーシン
グ、事実上常に右心室の頂点に位置するリード線チップ電極から達成され、その結果、そ
れに続く伝導経路は、異常かつゆっくりである。臨床試験は、最近、Ａ－Ｖブロックを有
する患者および有しない患者において、右心室の頂点からのペーシングは、心不全に対す
る致死率および再入院の総計の増加を生じ得ることを示した。したがって、上部中隔など
のより生理学的な位置で右心室をペーシングし得ることは有利である。洞房結節またはＡ
－Ｖ接合部伝導病を有する患者における心室をペーシングする最も生理学的な位置は、ヒ
ス束を直接的にペーシングすることである。しかしながら、該位置は、胸部に移植された
パルスジェネレータに取り付けるリード線ベースのシステムによって要求される上方より
の（上大動脈）手法によりアクセスすることが非常に困難である。大腿静脈を介して下方
（上大動脈）より電極を送達することは有益であり、そこでは、カテーテルをＡ－Ｖ接合
部領域に配置することは、より容易であることが公知である。例えば、公開された一連の
恒久的なヒス束のペーシングにおいては、該ヒス束は、最初に、大腿静脈を介して挿入さ
れた一時的なカテーテルを使用して識別され、該カテーテルは、恒久的なペーシングリー
ド線を移植するための部位を標的にする位置をしるし付けるために所定位置に残される。
Ａ－Ｖ接合部または束分岐に係る低伝導病を有する患者においては、最も生理学的なペー
シング部位は、左心室の中隔または左心室の頂点であることが発見された。これらは、特
化されたプルキンエ伝導ネットワークに近接した位置である。該位置は、既存の経静脈リ
ード線ベースのペーシングシステムを使用してアクセス可能ではない。より通常の伝導を
作るためにペーシング部位を選択し得ることが有利である。



(7) JP 5111116 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

【００１６】
　リード線のないペースメーカーシステムのさらに別の利点は、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ
）との適合性が増加することである。既存のペースメーカーのパルスジェネレータは、Ｍ
ＲＩの高度の静電気のおよび交流の磁界と一般に両立可能である材質で造られ、かつ／ま
たは両立可能である遮蔽を含む。しかしながら、リード線は、一般的には、磁界から誘導
された電流にさらされるコイル巻きの金属伝導体で作られる。このような電流は、心臓の
好ましくない刺激を引き起こし得、潜在的にペースメーカーのパルスジェネレータに損傷
を与え得る。リード線のないペースメーカーシステムは、適切な材質の選択および遮蔽が
いまだ移植可能なコンポーネントの設計においては採用されなければならないが、リード
線に誘導される電流の問題を明らかに排除する。
【００１７】
　最近、リード線のない皮下に移植可能な細動除去器の概念は、例えば、米国特許第６，
６４７，２９２号（Ｂａｒｄｙ）に提案された。本概念において、高エネルギー電気波形
は、心室不整脈（ＶＴ）または心室細動（ＶＦ）を終了させるために胸部内に十分なエネ
ルギー密度を生成する皮下の胸部領域に移植される電極の間で送達される。これは、ＶＴ
／ＶＦに対するのと同じ電界密度の概念を、外部用途として、または心臓のリード線上に
電極を有する移植された細動除去器デバイスとして使用する。外部の細動除去においては
、エネルギーは、皮膚表面上の電極の間を送達される。本皮下手法においては、電極は、
皮膚の直下に移植されるが、心臓には接触しない。一般的に移植可能であるシステムにお
いては、細動除去電極の１つは、移植された制御器の金属に封入されたものからなり得、
他の電極は、心臓の右側（右心室）に置かれたリード線上のコイルである。
【００１８】
　皮下に移植可能な細動除去システムは、心臓組織との直接的な接触を有しないので、リ
ード線ベースのペースメーカーと比較してペーシング治療を組み込む困難さが加わる。皮
下の電極を用いてペーシングするためには、十分な電気的フィールドが、心臓におけるペ
ーシング刺激閾値に達するために、胸部に渡る２つの電極の間に造り出されなければなら
ない。この方法はまた、心臓における電気的な効果を正確に局部化するための能力を有し
ない。これはフィールド効果であるので、胸部の全ての筋肉および神経は、電気的なフィ
ールドにさらされる。該電気的フィールド手法を使用して心臓組織を刺激するために必要
とされるペーシングパルスエネルギーレベルは、胸部筋肉の収縮および痛みの感覚が皮下
ペーシングと関連するほど十分に高い。痛みは、全ての移植可能な細動除去器の高エネル
ギー細動除去電荷に伴って生じるが、心臓内リード線を使用しての低エネルギーペーシン
グに伴う痛みは生じない。ペーシングを実行するために皮下に移植されたデバイスは、患
者に痛みを引き起こし、無痛の代替的方法と比較した場合には、受け入れられない。高エ
ネルギー細動除去を可能とし、無痛ペーシング能力もまた含むリード線のないシステムを
有することは非常に有利である。
【００１９】
　ＶＴ／ＶＦの終了のために高エネルギー電気的波形を使用することに加えて、リード線
ベースの移植可能な細動除去器システムは、一般的には、抗頻脈性不整脈ペーシング（Ａ
ＴＰ）と呼ばれる、ＶＴ／ＶＦを終了する点で効率的であるペーシングアルゴリズムをも
また含む。ＡＴＰのためには、リード線ベースの移植可能なシステムおよびリード線のな
い皮下システムの概念の両方は、特に左心臓において、ペーシング利用の位置を選択する
点における制限を有する。ＶＴは、ペーシングの部位が心室頻脈性不整脈の焦点または再
入可能回路の近くである場合には、低電圧ペーシング刺激を使用して、迅速に終了され得
る。しかしながら、これは、通常、左心室にあり、心内膜の近くにある。上述されたよう
に、既存のペースメーカー／細動除去器デバイスは、抗頻脈性不整脈ペーシングを組み込
むが、該ペーシング部位は、右心室リード線に限定され、または左配置のリード線の配置
のために上述されたのと同じ制限に従う。さらに、右配置の位置は、特により重大である
高速のＶＴに対しては、電気生理学の実験室試験においてはあまり効率的ではないことが
示された。ペーシング刺激は、ＶＴを終了させるために、ＶＴ再入可能回路の励起可能な
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領域（励起可能なギャップ）において、心臓組織を刺激しなければならない。ほとんどの
ＶＴ回路は、左心室の副心内膜層に位置する。より高速のＶＴのためには、励起可能なギ
ャップは、小さく、ペーシング刺激は、ＶＴの終了に成功するためには、ＶＴ再入可能回
路のかなり近くでなければならない。既存のペースメーカー／細動除去器のデバイスにお
いては、抗頻脈性不整脈ペーシングがＶＴを終了させる点において非効率的である場合に
は、痛みを伴う高エネルギー電気的フィールドショックが送達される。それゆえに、特に
心内膜の近くで、左心室におけるペーシング部位を選択し得ることが有利である。抗頻脈
性不整脈ペーシング技術を使用した心室頻脈性不整脈の発症を終了させるために左心室の
位置を選択する能力を有することは、既存のデバイスと比較してより効率的であることが
予期される。
【００２０】
　リード線を有することと左心臓への制限されたアクセスを有することとの両方について
の別の制限は、心房および心室の細動終了のための多部位ペーシングの出現エリアにある
。これらの不整脈は、一般的には、左心房および左心室に生じ、左心房および左心室によ
って維持される。研究は、心房細動（動物およびヒト研究）および心室細動（動物研究）
の間の組織内における励起可能なギャップの存在を示した。複数のペーシング部位に配置
し、刺激することによって、領域的なペーシングの捕捉が、これらの不整脈中に獲得され
得る。これは、刺激が適切な位置で十分な数の部位に適切なタイミングで送達される場合
には、心房細動および心室細動の終了は可能であることを意味する。選択された部位の左
心室ペーシングで心臓細動を終了させる有利さは、痛みを伴う高エネルギーショックの回
避である。本出願において、左配置の刺激および刺激の多部位に対する能力は、有利であ
る。
【００２１】
　頻脈性不整脈の終了に加えて、移植されたペースメーカーおよび細動除去器は、抗頻脈
性不整脈を除去するために使用されてきた。恒久的なペースメーカーを受ける患者におい
て、二重チャンバ（ＤＤＤ）モードは、幾つかの大きな臨床試験における単一チャンバ（
ＶＶＩ）モードと比較してＡＦはより少なく発症することが示された。高位右心房および
ＣＳ心門の両方の同時的な多部位刺激を組み込むＤＤＤペーシングはまた、ＡＦの抑制の
ための標準的な単一心房部位ＤＤＤペーシングと比較され、ＡＦ発症のわずかな減少を示
した。通常の右心房付属器官以外の一部位または多部位における心房刺激は、全心房活性
時間を短縮することによって心房細動の防止に対して有利であり得る。コッホのトライア
ングルおよびバッハマン束における右心房部位は、心房伝導管の近くもしくはその中また
は通常の伝導路の一部分である他の管の中を刺激することによって心房活性時間を減少さ
せ得る。実験的なイヌのモデル（ベッカー）において、４つのペーシング部位（ＲＡにお
いて２つおよびＬＡにおいて２つ）か、または心房間中隔において１部位が、ＡＦの抑制
のために必要とされた。これらの結果は非常に有望であるが、これらの結果は、既存のペ
ースメーカーシステムに対する技術的な障害を示す。ＡＦの抑制のために左心房にペーシ
ング部位を組み込む多部位ペーシングの使用は、多数のリード線を使用することと、左心
臓内にリード線を使用する点における全ての問題のために、ヒトにおいては評価されなか
った。
【００２２】
　ＡＦが多部位心房ペーシング（特に左心室において）を用いて抑制され得る場合には、
ＶＦは、多部位心室ペーシング（特に左心室において）を用いて抑制され得る。しかしな
がら、左心室での多数のリード線の移植と関連する困難性は、この防止形態を不可能にし
た。
【００２３】
　これらの理由のために、リード線の必要なしに刺激を成し遂げることが望ましい。本出
願において、本発明者らは、ペーシング部位選択における制限を克服する移植可能なリー
ド線のない刺激器システムのために音響エネルギーを使用した方法および装置を説明する
。同時係属中の出願において、本発明者らは、さらに改良された刺激器を説明する。本発
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明の移植のための位置付けを評価し、最適化するための方法およびシステムが、本明細書
中に記載される。
【００２４】
　（２．背景技術の説明）
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　特許文献１３、Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ；Ｃａｐａｃｉｔｏｒ　ｗｉｔｈ　Ｄｕａｌ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｐｌａｔｅｓ、１１／１９９９
　特許文献１４、Ｗｅｌｌｅ；Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、３／２０００
　特許文献１５、Ｍａｒｃｈｅｓｉ；Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ　
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｕｎｉｔｓ、
４／２００２
　特許文献１６、Ｐｅｎｎｅｒら；ＳｙｓｔｅｍｓおよびＭｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ、６／２
００２
　特許文献１７、Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ；Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　（ＥＭＩ）　Ｆｉｌｔｅｒ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｖ
ｉｄｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ａ
ｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｈｉｌｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐｒｅｓｅｎｃ
ｅ　ｏｆ　ａｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｅｍｉｔｔｅｒ　Ｏｐｅｒａｔｉｎ
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ｇ　ａｔ　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、７／２００２
　特許文献１８、Ｂｕｌｋｅｓら；　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｐａｃｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　Ｖａｓｃｕｌａｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ－Ｓｔｅｎｔｓ、９
／２００２
　特許文献１９、Ｓｗｅｅｎｅｙ；Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃａｌｌｙ　Ａｃｔｉｖａｔｅｄ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ、１１／２００３
　特許文献２０、Ｐｅｎｎｅｒ；Ａｃｏｕｓｔｉｃａｌｌｙ　Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ｉｍｐｌ
ａｎｔａｂｌｅ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ、９／２００４
　Ｂａｋｅｒ、Ｊｒ．らへの特許文献２１、Ｔａｃｈｙｃａｒｄｉａ　ａｒｒｅｓｔｅｒ
、７／１９８１
　Ｖｏｌｌｍａｎｎらへの特許文献２２、Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　ｃａｒｄｉａｃ　ｐ
ａｃｅｒ　ｗｉｔｈ　ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　ｐ
ｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ａｎｔｉｔａｃｈｙｃａｒｄｉａ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ａ
ｎｄ　ｐａｔｉｅｎｔ　ｄａｔａ　ｔｅｌｅｍｅｔｒｙ、１２／１９８５
　Ｋｏｌｅｎｉｋらへの特許文献２３、Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｔａｃｈｙｃａｒｄ
ｉａ　ｐａｃｅｒ、１／１９８０
　Ｂｉｃｈｅｒらへの特許文献２４、Ｃａｒｄｉａｃ　Ｍｏｎｉｔｏｒ、９／１９７４
　Ｂｅｒｋｏｖｉｔｓへの特許文献２５、Ｓｔｉｍｕｌａｔｏｒ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｍ
ｅｎｔ　ｏｆ　Ｔａｃｈｙｃａｒｄｉａ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｂｕｒｓｔ　ｏｆ　Ｓｔｉｍｕ
ｌｉ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｒａｔｅ、９
／１９７２
　Ｂｅｒｋｏｖｉｔｓへの特許文献２６、Ｒａｔｅ－ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｐａｃｅｒ　ｆ
ｏｒ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔａｃｈｙｃａｒｄｉａ、１０／１９７２
　Ｂｅｒｋｏｖｉｔｓらへの特許文献２７、Ｒａｔｅ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｄｅｍａｎｄ
　ｐａｃｅｍａｋｅｒ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔ
ａｃｈｙｃａｒｄｉａ、３／１０８６
　Ｇｒｅｖｉｓへの特許文献２８、Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ
　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｔｒｅａｔｉｎｇ　ｃａｒｄｉａｃ　ｔａｃｈｙａｒｒ
ｈｙｔｈｍｉａｓ、１１／１９９１
　Ｐｅｕｉｇｎｏｔらへの特許文献２９、Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　
ｆｏｒ　ｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ　ａ　ｈｅａｒｔ　ｔｏ　ｅｌｉｍｉｎａｔｅ　ｒｈｙ
ｔｈｍｉｃ　ａｂｎｏｒｍａｌｉｔｉｅｓ、ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ　ｔａｃｈｙｃａｒｄ
ｉａｓ、２／１９７６
　Ａｌｌｅｎらへの特許文献３０、Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　ｔ
ａｃｈｙｃａｒｄｉａ、３／１９７６
　Ｈａｌｕｓｋａらへの特許文献３１、Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　ｃａｒｄｉａｃ　ｓｔ
ｉｍｕｌａｔｏｒ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　
ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　ａｒｒｈｙｔｈｍｉａｓ、５／１９８９　
　特許文献３２、Ｃｏｍｂｓら、Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　
ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ、１０／１９９７
　特許文献３３、Ｐｅｔｅｒｓｏｎら、Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆ
ｏｒ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ、６／２０００
　特許文献３４、Ｋｒｏｌｌら、Ａｎｔｉ－ｔａｃｈｙｃａｒｄｉａ　ｐａｃｉｎｇ　ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　ｄｅｖｉｃｅｓ、６／２００４
　Ｂａｒｄｙらへの特許文献３５、Ｂｉｐｈａｓｉｃ　ｗａｖｅｆｏｒｍ　ｆｏｒ　ａｎ
ｔｉ－ｔａｃｈｙｃａｒｄｉａ　ｐａｃｉｎｇ　ｆｏｒ　ａ　ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ
　ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　ｃａｒｄｉｏｖｅｒｔｅｒ－ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ、
２／２００５
　Ｏｓｔｅｒｏｆｆらへの特許文献３６、Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　
ｆｏｒ　ｉｎｄｕｃｉｎｇ　ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　ａ　ｐａｔｉｅｎｔ
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　ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｔ－ｓｈｏｃｋ　ｗａｖｅｆｏｒｍ、１２／２００４
　Ｂａｒｄｙらへの特許文献３７、Ｒａｄｉａｎ　ｃｕｒｖｅ　ｓｈａｐｅｄ　ｉｍｐｌ
ａｎｔａｂｌｅ　ｃａｒｄｉｏｖｅｒｔｅｒ－　ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ　ｃａｎｉ
ｓｔｅｒ、９／２００４
　Ｂａｒｄｙらへの特許文献３８、Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　
ａｒｒｈｙｔｈｍｉａ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ａ　ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　ｉ
ｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　ｃａｒｄｉｏｖｅｒｔｅｒ／ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ、６／
２００４
　Ｂａｒｄｙらへの特許文献３９、Ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　ｏｎｌｙ　ｉｍｐｌａｎ
ｔａｂｌｅ　ｃａｒｄｉｏｖｅｒｔｅｒ　ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ　ａｎｄ　ｏｐｔ
ｉｏｎａｌ　ｐａｃｅｒ、４／２００４
　Ｌｙｓｔｅｒらへの特許文献４０、Ａｄａｐｔｉｖｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｆｏｒ　ａｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｔｈｅｒａｐｙ　ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　ａｐｐａｒ
ａｔｕｓ、１２／２００３
　Ｂａｒｄｙ　らへの特許文献４１、Ｕｎｉｔａｒｙ　ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　ｏｎ
ｌｙ　ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　ｃａｒｄｉｏｖｅｒｔｅｒ－　ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔ
ｏｒ　ａｎｄ　ｏｐｔｉｏｎａｌ　ｐａｃｅｒ、１１／２００３
【特許文献１】米国特許第３，６５９，６１５号明細書
【特許文献２】米国特許第４，２５６，１１５号明細書
【特許文献３】米国特許第４，６９０，１４４号明細書
【特許文献４】米国特許第５，１７０，７８４号明細書
【特許文献５】独国特許発明第４３３０６８０号明細書
【特許文献６】米国特許第５，４０５，３６７号明細書
【特許文献７】米国特許第５，４１１，５３５号明細書
【特許文献８】米国特許第５，７４９，９０９号明細書
【特許文献９】米国特許第５，７５１，５３９号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，７６６，２２７号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，８１４，０８９号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，８１７，１３０号明細書
【特許文献１３】米国特許第５，９７８，２０４号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，０３７，７０４号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，３６６，８１６号明細書
【特許文献１６】米国特許出願公開第２００２／００７７６７３号明細書
【特許文献１７】米国特許第６，４２４，２３４号明細書
【特許文献１８】米国特許第６，４４５，９５３号明細書
【特許文献１９】米国特許第６，６５４，６３８号明細書
【特許文献２０】米国特許出願公開第２００４／０１７２０８３号明細書
【特許文献２１】米国特許第４，２８０，５０２号明細書
【特許文献２２】米国特許第４，５６１，４４２号明細書
【特許文献２３】米国特許第４，１８１，１３３号明細書
【特許文献２４】米国特許第３，８３２，９９４号明細書
【特許文献２５】米国特許第３，６９３，６２７号明細書
【特許文献２６】米国特許第３，６９８，３９８号明細書
【特許文献２７】米国特許第４，５７７，６３３号明細書
【特許文献２８】米国特許第５，０６３，９２８号明細書
【特許文献２９】米国特許第３，９３９，８４４号明細書
【特許文献３０】米国特許第３，９４２，５３４号明細書
【特許文献３１】米国特許第４，８３０，００６号明細書
【特許文献３２】米国特許第５，６７４，２５１号明細書
【特許文献３３】米国特許第６，０７８，８３７号明細書
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【特許文献３４】米国特許第６，７５４，５３１号明細書
【特許文献３５】米国特許第６，８５６，８３５号明細書
【特許文献３６】米国特許第６，８３４，２０４号明細書
【特許文献３７】米国特許第６，７８８，９７４号明細書
【特許文献３８】米国特許第６，７５４，５２８号明細書
【特許文献３９】米国特許第６，７２１，５９７号明細書
【特許文献４０】米国特許第６，６７１，５４７号明細書
【特許文献４１】米国特許第６，６４７，２９２号明細書
【非特許文献１】Ａｌｌｅｓｓｉｅ　Ｍ，　Ｋｉｒｃｈｏｆ　Ｃ、Ｓｃｈｅｆｆｅｒ　Ｇ
Ｊ、Ｃｈｏｒｒｏ　Ｆ、　Ｂｒｕｇａｄｏ　Ｊｋ　“Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｏｆ　Ａｔｒｉａｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｒａｐｉｄ　Ｐａｃｉｎｇ　
ｉｎ　Ｃｏｎｓｃｉｏｕｓ　Ｄｏｇｓ”、Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１９９１；８４：１
６８９－９７
【非特許文献２】ＤＡＶＩＤ　Ｔｒｉａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｏｒｓ、“Ｔｈｅ　Ｄ
ｕａｌ　Ｃｈａｍｂｅｒ　ａｎｄ　ＷＩ　Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｄｅｆｉｂｒｉｌｌ
ａｔｏｒ　（ＤＡＶＩＤ）　Ｔｒｉａｌ”、ＪＡＭＡ　２００２；２８８：３１１５－３
１２３
【非特許文献３】Ｊｏｈｎｓｏｎ　ＰＬ、Ｎｅｗｔｏｎ　ＪＣ、Ｒｏｌｌｉｎｓ　ＤＬ、
Ｓｍｉｔｈ　ＳＭ、Ｉｄｅｋｅｒ　ＲＥ、“Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｐａｃｉｎｇ　ｄｕｒｉ
ｎｇ　Ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ、ＰＡＣＥ　２００３；２６
：１８２４－３６
【非特許文献４】Ｋａｓｓ　ＤＡ、Ｃｈｅｎ　Ｃ－Ｈ、Ｃｕｒｒｙ　Ｃ、Ｔａｌｂｏｔ　
Ｍ、Ｂｅｒｇｅｒ　Ｒ、Ｆｅｔｉｃｓ　Ｂ、Ｎｅｖｏ　Ｅ、“Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｌｅｆ
ｔ　Ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　Ｍｅｃｈａｎｉｃｓ　ｆｒｏｍ　Ａｃｕｔｅ　ＶＤＤ　Ｐ
ａｃｉｎｇ　ｉｎ　Ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｄｉｌａｔｅｄ　Ｃａｒｄｉｏｍｙｏ
ｐａｔｈｙ　ａｎｄ　Ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｄｅｌａｙ”、
Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１９９９；９９：１５６７－７３
【非特許文献５】Ａｂｒａｈａｍ　ＷＴ、Ｆｉｓｈｅｒ　ＷＧ、Ｓｍｉｔｈ　ＡＬ、Ｄｅ
ｌｕｒｇｉｏ　ＤＢ、Ｌｅｏｎ　ＡＲ、Ｌｏｈ　Ｅ、Ｋｏｃｏｖｉｃ　ＤＺ、Ｐａｃｋｅ
ｒ、Ｍ、Ｃｌａｖｅｌｌ　ＡＬ、Ｈａｙｅｓ　ＤＬ、Ｅｌｌｅｓｔａｄ　Ｍ、Ｍｅｓｓｅ
ｎｇｅｒ　Ｊ、ｆｏｒ　ｔｈｅ　ＭＩＲＡＣＬＥ　ｓｔｕｄｙ　ｇｒｏｕｐ、“Ｃａｒｄ
ｉａｃ　Ｒｅｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｃｈｒｏｎｉｃ　Ｈｅａｒｔ　Ｆ
ａｉｌｕｒｅ”、Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ、２００２；３４６：１８４５－５３
【非特許文献６】Ｂｅｃｋｅｒ　Ｒ．ら、“Ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　Ａｔｒｉａ
ｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｍｕｌｔｉｓｉｔｅ　ａｎｄ　Ｓｅｐｔａｌ　Ｐ
ａｃｉｎｇ　ｉｎ　ａ　Ｎｏｖｅｌ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｍｏｄｅｌ”、Ｃａｒ
ｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２００１；５４：４７６－４８１
【非特許文献７】Ｋａｌｍａｎ　Ｊ．Ｍ．ら、“Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｅｎｔｒａｉｎｍｅ
ｎｔ　ｏｆ　Ａｔｒｉａｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍａｎ”、Ｊ　Ｃａｒｄ
ｉｏｖａｓｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌ、１９９１；７：８６７－７６
【非特許文献８】ＫｅｎＫｎｉｇｈｔ　Ｂ．Ｈ．ら、“Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｃａｐｔｕｒ
ｅ　ｏｆ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｎｇ　Ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　Ｍｙｏｃａｒｄｉｕｍ
”、Ｃｉｒｃ　Ｒｅｓ　１９９９；７７：８４９－５５
【非特許文献９】Ｌｅｃｌｅｒｃｑ　Ｊ．Ｆ．ら、“Ｉｓ　Ｄｕａｌ　Ｓｉｔｅ　Ｂｅｔ
ｔｅｒ　ｔｈａｎ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｓｉｔｅ　Ａｔｒｉａｌ　Ｐａｃｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈ
ｅ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｔｒｉａｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ？”、ＰＡ
ＣＥ　２０００；２３”２１０２－７．
【非特許文献１０】Ｍｉｒｚａ　Ｉ．ら、“Ｂｉａｔｒｉａｌ　Ｐａｃｉｎｇ　ｆｏｒ　
Ｐａｒｏｘｙｓｍａｌ　Ａｔｒｉａｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ”、Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌ
ｌ　Ｃａｒｄｉｏｌ　２００２；４０：４５７－４６３．
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【非特許文献１１】Ｓｏｗｔｏｎ、Ｅ．、“Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｉｔ
ｈ　ｔｈｅ　Ｔａｃｈｙｌｏｇ　Ａｎｔｉｔａｃｈｙｃａｒｄｉａ　Ｐａｃｅｍａｋｅｒ
”、ＰＡＣＥ　１９８４；７（Ｐａｒｔ　ＩＩ）：１３１３－１３１７
【非特許文献１２】Ｗａｒｒｅｎ、Ｊ．ら、“Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ
　ｏｆ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔａｃｈｙｃａｒｄｉａ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ　ｂｙ　ａ
ｎ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ”、ＰＡＣＥ　１９８６；９　（Ｐａｒｔ　ＩＩ
）：１０７９－１０８３
【非特許文献１３】Ａｎｓａｌｏｎｅ　Ｇ、Ｇｉａｎｎａｎｔｏｎｉ　Ｐ、Ｒｉｃｃｉ　
Ｒ、Ｔｒａｍｂａｉｏｌｏ　Ｐ、Ｆｅｄｅｌｅ　Ｆ、Ｓａｎｔｉｎｉ　Ｍ、“Ｂｉ－ｖｅ
ｎｔｒｉｃｕｌａｒ　ｐａｃｉｎｇ　Ｉ　ｈｅａｒｔ　ｆａｉｌｕｒｅ：ｂａｃｋ　ｔｏ
　ｂａｓｉｃｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐａｔｈｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｌｅｆｔ　ｂ
ｕｎｄｌｅ　ｂｒａｎｃｈ　ｂｌｏｃｋ　ｔｏ　ｒｅｄｕｃｅ　ｔｈｅ　ｎｕｍｂｅｒ　
ｏｆ　ｎｏｎｒｅｓｐｏｎｄｅｒｓ、”　Ａｍ　Ｊ　Ｃａｒｄｉｏｌ　２００３；９１　
：５５Ｆ－６１Ｆ
【非特許文献１４】Ａｕｒｉｃｃｈｉｏ　ＡおよびＡｂｒａｈａｍ　ＷＴ、“Ｃａｒｄｉ
ａｃ　ｒｅｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｔｈｅｒａｐｙ：　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｓｔ
ａｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ａｒｔ、”　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　２００４；　１０９：３
００－３０７
【非特許文献１５】Ｄｅｓｈｍｕｋｈ　ＰＭおよびＲｏｍａｎｙｓｈｙｎ　Ｍ、“Ｄｉｒ
ｅｃｔ　Ｈｉｓ－ｂｕｎｄｌｅ　ｐａｃｉｎｇ：ｐｒｅｓｅｎｔ　ａｎｄ　ｆｕｔｕｒｅ
”、ＰＡＣＥ　２００４；２７　［ＰｌＩＩ］：８６２－７０．
【非特許文献１６】Ｐｅｓｃｈａｒ　Ｍ、ｄｅ　Ｓｗａｒｔ　Ｈ、Ｍｉｃｈｅｌｓ　ＫＪ
、Ｒｅｎｅｍａｎ　ＲＳおよびＰｒｉｎｚｅｎ　ＦＷ、“Ｌｅｆｔ　ｖｅｎｔｒｉｃｕｌ
ａｒ　ｓｅｐｔａｌ　ａｎｄ　ａｐｅｘ　ｐａｃｉｎｇ　ｆｏｒ　ｏｐｔｉｍａｌ　ｐｕ
ｍｐ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｃａｎｉｎｅ　ｈｅａｒｔｓ、”　ＪＡｍ　Ｃｏｌｌ　
Ｃａｒｄｉｏｌ　２００３；４１：１２１８－２６
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　（発明の概要）
　本発明は、第一の移植されたデバイスから第二の移植されたデバイスへのエネルギーお
よび信号の情報を送信するために音響エネルギーを利用して、心筋および他の身体組織を
電気的に刺激する方法およびデバイスを提供する。一般的に、制御送信器または音響制御
送信器と呼ばれる、第一の移植されたデバイスは、適切なタイミングおよび制御の機能を
提供し、第二のデバイスに音響エネルギーを送信する。一般的に、受信刺激器と呼ばれる
、第二の移植されたデバイスは、音響エネルギーを受信し、該音響エネルギーを電気エネ
ルギーに変換し、該電気エネルギーを刺激電極に負荷する。第二のデバイスは、心筋また
は他の身体組織と直接的に接触している刺激電極を用いて、電気的刺激を提供するのに所
望の位置に恒久的に移植されるように適合されている。必要に応じて、２つ以上の受信刺
激器は、単一の制御送信器によって制御されるように移植され得る。
【００２６】
　本発明にしたがって超音波エネルギー移送を採用する心臓ペースメーカー（または以下
に記載される細動除去器／電気的除細動ユニット）は、心内膜の、心外膜の、または心筋
内のいずれかにおいて、任意の所望の位置に移植され、または取り付けられるように適合
された移植可能な受信刺激器デバイスを備える。様々な最小限に侵襲的な、血管横断的な
技術および道具（例えば、カテーテル、スタイレット）は、受信刺激器デバイスをこれら
の位置に採用し、配置し、埋め込み、かつ確保するように適合され、使用される。受信刺
激器は、さらに、恐らくは、らせんコイル、かえし、タイン、クリップなどを含み得る移
植部位への恒久的な取り付けを提供するように適合されている。慢性的な内皮化は、表面
におけるタインまたは不規則性などの設計の特性によって、または細胞の成長および接着
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を刺激することが公知である外表面物質に結合することによって、促進される。代替的に
、受信刺激器は、刺激のための好ましい部位の冠状血管系への移植、例えば、血管内での
送達および配置に適切であるステント様プラットフォームに組み込まれるために適合され
得る。特定の実施形態において、デバイスは、ステントの外表面に置かれ、ステント外側
壁と血管内側壁との間の位置で開かれ得る。機能的には、受信刺激器デバイスは、１）制
御送信器デバイスからの音響エネルギーを受信し、該音響エネルギーを電気エネルギーに
変数する超音波変換器、２）交流電気エネルギーを直流または他の特性を有する波形へと
変数する電気回路、および３）該電気エネルギーを心筋層に移送する電極を備える。受信
刺激器は、電気出力を構成するために音響エネルギー送信からの信号情報を使用し、例え
ば、該送信のパルス幅は、電気出力の波形のパルス長／パルス幅を決定する。さらに、受
信刺激器は、さらなる制御ロジックのための回路、例えば、個々の受信刺激器（オン‐オ
フ制御）の選択的な起動、タイミングの遅れ、波形の調節などを備え得る。特に、１つ以
上の受信刺激器が単一の制御送信器によって制御されるように移植される場合に、送信さ
れたエネルギー信号は、アドレッシング、またはどの受信刺激器が任意の特定の時に起動
されるべきかを識別する選択情報を含み得る。
【００２７】
　続いて、制御送信器デバイスは、心臓の近くに公知の外科技術（胸筋上または下に）を
利用して皮下に移植される（該デバイスは、本発明に関係する特定の適合を有する現在入
手可能であるペースメーカーシステムの幾つか、またはほとんど、またはすべてのエレメ
ントを含む）。このような一般的なペースメーカーエレメントは、電源、ペースメーカー
制御およびタイミング回路、恐らくはＥＣＧセンシング電極を含むセンシングシステム、
運動検出器、身体または他の温度センサ、圧力センサ、インピーダンスセンサ（例えば、
呼吸サイクルまたは肺浮腫を測定するための）、または他のタイプの生理学的なセンサ、
様々な電極および検出器のための信号コンディショニングと分析機能、一般的にはラジオ
周波数（ＲＦ）リンクを介しての、データ送信、診断およびプログラミング機能のために
外部コンソールと通信するシステムを含み得る。さらに、制御送信器デバイスは、音響エ
ネルギーを生成するために超音波増幅器および超音波変換器を含み、心臓の一般的な方向
に、および具体的には移植された受信刺激器デバイスの方向に、このようなエネルギーを
送信する。音響エネルギー送信の長さ、タイミングおよび電源は、ペースメーカーの制御
電子機器によって、検出された自発性、または産発性の生理学的な事象または条件および
公知の電気生理学的なパラメータに反応して、必要とされるように制御される。
【００２８】
　単一の受信刺激器デバイスは、単一部位のペーシングのために上述されるように移植さ
れ得るが、さらに、複数の受信刺激器デバイスを移植することが可能であり、同時に送信
された音響エネルギーを同時に受け取るか、または同じ送信された音響エネルギーを受信
した後に既定の、またはプログラム可能である遅延を介して順に、または該特定のデバイ
スだけに通電することを意図された特定の特性（すなわち、特定の周波数、振幅の、また
は音響波形の他の変調または符号化による）の送信された音響エネルギーの信号情報にだ
けに独立に反応することによって、該複数の受信刺激器は、刺激する。
【００２９】
　第一の好ましい実施形態において、リード線のない心臓ペースメーカーは、単一のチャ
ンバタイプ、または好ましくは二重のチャンバタイプのいずれかの、移植された従来の（
すなわち、リード線／電極を利用する）右心臓ペースメーカーに対する「スレーブの」ペ
ースメーカーとして機能する左心室ペースメーカーとして採用される。このようなスレー
ブシステムの目的は、ＨＦを有する患者に対し、左心室リード線の配置を必要とすること
なしに、有利な処置として右心臓ペースメーカーによって提供された右心室ペーシングと
同期する左心室ペーシングを提供することである。
【００３０】
　このような実施形態において、受信刺激器は、左心室内の所望の位置に移植され、好ま
しくは、心筋内に完全に埋め込まれる。次いで、特化された制御送信器は、移植された受
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信刺激器の非音化（ｉｎｓｏｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を可能にする位置の皮下に移植され
る。特化された「スレーブ」制御送信器は、その外部表面上の、またはそこに組み込まれ
たセンシング電極ならびに移植された従来の右心臓ペースメーカーおよび／または患者の
エレクトログラム（心電図の記録）からのペーシングアーチファクト信号を検出すること
を可能にする処理回路網およびアルゴリズムを含む。信号処理と特化されたアルゴリズム
は、ペーシングアーチファクト信号、本来的な心房の、および／または心室の活動から生
じる生来の心臓エレクトログラム信号、および／またはペーシングにより開始された非本
来的な心房の、および／または心室の起動から生じる生来の心臓エレクトログラム信号を
区別する。次いで、スレーブ制御送信器は、右心臓ペースメーカーからの右心房の、また
は右心室の、または両方のペーシングアーチファクト信号に反応し、または検出された本
来的な、もしくは非本来的な活動に反応し、右心房および／または右心室のペーシングさ
れたアーチファクト、もしくは検出された／センシングされた心臓の事象との関係におけ
る所望の時間における左心室刺激を生成するために、移植された受信刺激器に音響エネル
ギーを送信する。例えば、送信が右心室ペーシングのアーチファクトの検出の直後に起き
る場合には、左心室ペーシング刺激は、左心室における受信刺激器ペーシングの出力によ
って送達され、二心室ペーシング治療を生成する。
【００３１】
　代替的に、移植された制御送信器は、一般的には、右心房、右心室および左心室に対す
る３つのリード線を有する従来の二心室ペースメーカーと共に動作するように適合され得
る。１つの応用においては、左心室のリード線を配置する必要を排除するために、制御送
信器は、従来のペースメーカーの左心室の出力に特別の線を介して接続する。次いで、制
御送信器は、該特別の線から従来のペースメーカーの左心室ペーシングの出力を検出し、
即時に左心室に移植された受信刺激器を起動するために音響エネルギーを送信する。この
ようなシステムは、左心室のリード線の排除を提供し、センシング電極ならびに関連する
信号処理の回路網およびアルゴリズムによって負担解除された単一の制御送信器だけを必
要とする。別の応用においては、従来の二心室ペースメーカーのヘッダにおける左心室の
リード線に対する入力は、密封され、特化された「スレーブ」制御送信器は、上のパラグ
ラフで記載されるように動作する。
【００３２】
　別の好ましい実施形態は、リード線のないスタンドアロンの単一チャンバのペースメー
カーである。このような実施形態は、この場合は、上述されるのと同じ、または類似する
移植可能な受信刺激器デバイスを利用するが、右心房ペーシングを提供するために、心臓
の右心房に移植され、または取り付けられ、または右心室の、もしくは左心室のペーシン
グを提供するために、心臓の右心室または左心室のいずれかに移植され、または取り付け
られる。次いで、制御送信器は、一般的には、ＡＡＩ（心房の）またはＶＶＩ（心室の）
モードペーシングとして公知である、現在の単一チャンバのペースメーカーデバイスのほ
とんどの、または全ての特性を組み込む。このような従来のペースメーカーは、一般的に
徐脈型不整脈または低心拍数の処置のために、右心房の、または右心室のリード線を利用
する。本発明のペースメーカーシステムは、有利にするために、何らの電気的なリード線
の使用も必要としない。さらに、左心室のリード線だけを使用する能力は、何らの電気的
なリード線を使用しない右心室ペーシングと比較して、左心室のペーシングの潜在的、血
行動態的な利益を可能にする。この単一チャンバのペースメーカーシステムに対するさら
なる性能向上は、センサ、例えば、運動検出器に応じて患者のペーシング速度を調節する
他の患者の生理学的なセンサを含む。この性能向上は、ペーシングのＡＡＩＲおよびＶＶ
ＩＲのモードのための能力を提供する。
【００３３】
　上述されるように、身体における電気的な活性および運動、血圧、腔内インピーダンス
の変化または心音などの他の患者生理学情報のセンシングは、移植された制御送信器のハ
ウジングに組み込まれた電極および／または他のセンサから提供される。特定の応用にお
いては、制御送信器のための送信変換器は、機械的な／動きのセンシング、または心音セ
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ンシングのためのセンサとして使用され得る。電気的な活性のセンシングのための例は、
本来的な心拍、ペースメーカーのペーシングアーチファクト、ペースメーカーのペーシン
グの出力によって開始される非本来的な心拍などを含む。
【００３４】
　リード線のない心臓ペースメーカーシステムの別の好ましい実施形態においては、本二
重チャンバ（ＤＤＤ）のペースメーカーに類似する機能を有する、二重チャンバのペース
メーカーが造られ得る。このようなペースメーカーは、２つの移植可能な受信刺激器デバ
イスおよび１つまたは２つの移植可能な制御送信器デバイスを利用することによって実現
される。１つの受信刺激器デバイスは、上述された右心房に移植または取り付けられ、第
二の受信刺激器デバイスは、右心室または左心室に移植または取り付けられる。１つの移
植された制御送信器デバイスは、２つの移植された受信刺激器に超音波を送り、該受信刺
激器に心房および心室に同時または連続的にペーシング刺激を提供させる。連続的である
場合には、心房および心室へのタイミングを合わせた刺激が必要とされ、該タイミング合
わせを達成するための様々な手段は、リード線のないペースメーカーシステムに組み込ま
れ得る。１つの可能性においては、単一の音響波形は、第一の、一般的には、心房の受信
刺激器を起動する必要がある時に送信される。第二の、一般的には、心室の受信刺激器デ
バイスは、心房刺激時に送信された音響エネルギーを捕捉し、一時的に格納するための回
路網とデバイスを組み込む改変された設計のものであり、既定の遅延の後に、心室をペー
シングするために刺激電極に該エネルギーを提供する。順次の刺激はまた、各々の受信刺
激器が単一の独特の周波数にだけ反応するように変調され、恐らくは異なる周波数での音
響エネルギーの順次の送信を利用して、制御送信器の直接的な制御下において達成され得
る。振幅調節、周波数調節、時間区分調節または音響の波形の他の調節もしくは符号化を
含む他の方法はまた、多数の移植された受信刺激器デバイスからの選択的かつ順次のペー
シングを可能する。代替的に、２つの制御刺激器が移植され得、各々は、１つの特定の受
信刺激器だけに音響エネルギーを送信するように構成され、このような構造は、空間的分
離、周波数分離、または上述された他の調節もしくは符号化の手段のいずれかを介して達
成される。
【００３５】
　このような二重チャンバのシステムにおいては、エレクトログラムまたは他の患者生理
学情報のセンシングは、移植された制御送信器のハウジングに組み込まれた電極および／
または他のセンサから提供される。この二重チャンバのペースメーカーシステムへのさら
なる性能向上は、センサ、例えば、運動検出器に応じて患者のペーシング速度を調節する
他の患者生理学センサを含む。この性能向上は、ペーシングのＤＤＤＲモードのための能
力を提供する。
【００３６】
　上述される二重チャンバのペースメーカーシステムは、さらにＨＦ用途のための二心室
ペースメーカーとしてさらに適合され得ると理解され得る。二心室ペースメーカーの１つ
の実施形態においては、２つのペーシング信号間のタイミングの考慮に対する適切な適合
を有する、上述されたシステムが、１つの受信刺激器は右心室に移植され、第二の受信刺
激器は左心室に移植されて、採用され得る。さらなる性能向上においては、第三の受信刺
激器は、左心室ペーシングと同期する両方の二重チャンバの右配置のペーシングを提供す
るために右心房に移植され得る。上述されるように、複数のペーシング刺激の適切な配列
を提供する手段が採用される。
【００３７】
　別の好ましい実施形態においては、リード線のない心臓ペースメーカーシステムは、従
来の単一チャンバまたは二重チャンバの移植可能な電気的除細動細動除去器（ＩＣＤ）デ
バイスと共に使用され得る。ＩＣＤデバイスは、右心室のリード線に結合された細動除去
器の電極を有する、（必要に応じて）右心房および右心室のセンシングおよびペーシング
のための従来のリード線／電極のシステムを利用する。本発明のリード線のない受信刺激
器デバイスは、既存のリード線ベースのＣＲＴ－Ｄ（統合ＩＣＤおよび心臓再同期ペーシ
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ング）デバイスに類似する、左心室ペーシングを組み込む組合されたデバイスを有する、
左心室に移植され得る。左心室に移植された受信刺激器は、左心室に対する刺激を提供す
るために特化された制御送信器からの音響エネルギーを受信する。特化された制御送信器
は、移植された受信刺激器の非音化（ｉｎｓｏｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を可能にする位置
の皮下に移植される。このようなシステムは、再度、左心室のリード線に対する必要およ
び該位置と関連する問題を排除することによって、従来のＣＲＴ－Ｄペースメーカー／細
動除去器との関係において有利である。
【００３８】
　別の好ましい実施形態においては、リード線のない心臓ペースメーカーシステムは、従
来のペースメーカーシステムと結合され、単一のデバイスであり得る。好ましくは、この
ような二重チャンバ（ＤＤＤ）ペースメーカーは、パルスジェネレータのケースのヘッダ
と接続された、右心房および右心室のセンシングおよびペーシングのための、従来のリー
ド線／電極のシステムを利用する。ＤＤＤパルスジェネレータのケースは、音響送信器も
また含む。従来のリード線を介して達成される右心房および右心室のペーシングに加えて
、本発明のリード線のない受信刺激器は、左心室に移植され得る。移植された受信刺激器
は、左心室に対する刺激を提供するために、他の方式の従来のペースメーカーに組み込ま
れた送信器から音響エネルギーを受信する。このようなシステムは、左心室のリード線の
必要およびその位置と関連する問題を排除することによって従来の二心室ペースメーカー
との関係において有利である。
【００３９】
　さらに別の好ましい実施形態においては、リード線のない心臓ペースメーカーシステム
は、従来の移植可能な電気的除細動細動除去器（ＩＣＤ）技術と組み合わせられ、単一の
デバイスであり得る。好ましくは、このようなデバイスは、右心房および右心室のセンシ
ングとペーシングのための従来のリード線／電極のシステムならびにパルスジェネレータ
のケースのヘッダと接続される細動除去を利用する。ＩＣＤパルスジェネレータのケース
はまた、音響送信器を含む。右心房および右心室のペーシングならびに従来のリード線を
介して達成される細動除去に加えて、本発明1つ当たりのリード線のない受信刺激器デバ
イスは、既存のリード線ベースの（ＣＲＴ－Ｄ）デバイスと類似する、二心室ペーシング
を組み込む組み合わされたデバイスを有し、左心室に移植可能であり得る。左心室に移植
された受信刺激器は、左心室に対する刺激を提供するために他の方法の従来のＩＣＤデバ
イスへ組み込まれた送信器から音響エネルギーを受信する。このようなシステムは、再度
、左心室のリード線の必要および該位置と関連する問題を排除することによって、従来の
ＣＲＴ－Ｄペースメーカー／細動除去器との関係において有利である。
【００４０】
　ＩＣＤデバイスを必要とする患者は、心室の頻脈性不整脈および細動を含む潜在的に致
死的な心拍を有する。抗頻脈性不整脈ペーシング技術を使用する心室の頻脈性不整脈の発
症を終了させる左心室のリード線の位置を選択するさらなる能力を有することは、既存の
デバイスと比較してより効果的であるはずである。選択された部位の左心室ペーシングを
用いて頻脈性不整脈を終了させる利点は、痛みを伴う高エネルギーショックの回避であり
得る。さらに、任意の心臓チャンバに多数の受信刺激器を移植する能力は、心房細動およ
び心室細動の防止または終了のための多部位ペーシングを可能とし得る。
【００４１】
　本発明の方法およびシステムは、必要に応じて移植され、外的に配置され得る音響制御
送信器から、心臓組織と直接的に接触して移植されるように適合された電極を有する１つ
以上の移植された受信刺激器へと、エネルギーおよび信号情報を送信するために音響エネ
ルギーを利用した予防アルゴリズムを含む、抗頻脈性不整脈ペーシング（ＡＴＰ）のため
に利用され得る。音響制御送信器は、通常、ＥＣＧ、またはペーシングおよび必要に応じ
てより高いエネルギー細動除去および／または電気的除細動を介して段階化された処置を
可能にする、頻脈性不整脈の検出を可能にする他のモニタリング手段を有する。全ての場
合に、エネルギーは、制御送信器から音響受信刺激器に音響信号によって送達および／ま
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たは制御される。音響受信刺激器は、音響エネルギーを、刺激する／ペーシングする／細
動除去の／電気的除細動の電気エネルギーに変換する。
【００４２】
　このようなリード線のないペーシングシステムは、スタンドアロンの頻脈性不整脈ペー
スメーカーとして有利に採用され得る。本発明のこの実施形態においては、１つ以上の受
信刺激器は、１つ以上の心臓部位に移植され、制御送信器は、皮下に移植されたデバイス
または外的に付加されたデバイスのいずれかであり得る。
【００４３】
　リード線のないペーシングシステムはまた、移植された従来の（すなわち、リード線／
電極を利用する）右心臓ペースメーカーとともに、または単一もしくは好ましくは二重の
チャンバのタイプである、移植された従来の右心臓ペースメーカー／電気的除細動器／細
動除去器とともに、採用され得る。システムのこのような組み合わせの目的は、頻脈性不
整脈の終了または防止のために部位特定ペーシングを提供することである。代替的に、ペ
ースメーカー／電気的除細動器／細動除去器との組み合わせで移植されたリード線のない
ペーシングシステムは、ペーシング治療が頻脈性不整脈の終了に効果がない場合には、高
エネルギーショックの能力を患者に提供する。
【００４４】
　さらなる実施形態においては、リード線のない心臓ペースメーカーシステムは、移植さ
れた皮下の、リード線のない電気的除細動器／細動除去器とともに採用される。システム
のこのような組み合わせの目的は、抗頻脈性不整脈ペーシング治療のための、ショック送
達後のバックアップペーシングのための、および／または血行動態ペーシングサポートの
ための、リード線のないペーシング能力を提供する。移植された皮下の、リード線のない
電気的除細動器／細動除去器は、ペーシング治療が不整脈の終了に非効率的であるか、ま
たは頻脈を細動にまで促進する場合には、高エネルギーショック能力を患者に提供する。
【００４５】
　なおさらなる実施形態においては、リード線のない心臓ペースメーカー／細動除去器シ
ステムは、単一の統合された高エネルギー電気的ショック細動除去器およびリード線のな
い部位特定ペーシングシステムとして採用される。この統合の目的は、単一の皮下に移植
された制御デバイスを提供することである。
【００４６】
　同様に、制御送信器は、ペーシング能力を提供するために、リード線のない、皮下の細
動除去器に付随して使用されるように適合され得る。これは、スタンドアロンの抗頻脈性
不整脈ペーシングシステムとして、通信が除去細動除去器と制御送信器との間の直接的な
接続によって交換される細動除去器ペーシングシステムとして、またはペーシングのため
の（動態血行バックアップまたは抗頻脈性不整の脈ペーシングシステムのための）および
細動除去のための電気的ショックのための受信刺激器に対する音響送信のための能力を有
する単一の統合されたデバイスシステムとしてなされ得る。
【００４７】
　本発明のさらなる局面においては、制御送信器デバイスは、身体内にある、または身体
外にある遠くの組織の位置に移植され得る。受信刺激器デバイスは、刺激されるべき身体
組織と直接的に接触している刺激電極を有して標的の位置に恒久的に移植されるか、また
は一時的に配置され得る。遠くの組織位置と標的の組織との様々な組み合わせに応じた患
者の反応および／またはデバイス測定における変化を観察することによって、恒久的な移
植のために選ばれる部位は、最適化され得、選択され得る。患者の反応は、一般的には、
所望の有益な反応と関連する、刺激に対する任意の量的または質的な生理学的な反応であ
り得る。デバイスの測定値は、信号の強さ、送信効率性などであり得る。
【００４８】
　このような最適化された配置方法に対する使用は、末梢筋肉の緊張および引き裂きの処
置のために電気刺激を利用すること、骨折、筋骨格炎症、慢性疼痛、パーキンソン病、て
んかん発作、高血圧、心臓不整脈、心不全、昏睡、脳卒中、聴覚喪失、痴呆、うつ病、偏
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頭痛、睡眠障害、胃運動障害、排尿障害、肥満および糖尿病を含むが、これらに限定され
ない。
【００４９】
　本出願は、有効性を評価し、これらの移植可能なリード線システムの位置付けを最適化
するための方法およびシステムを記載する。制御送信器および受信刺激器の両方の配置は
、これらの方法を用いて最適化される。３つの方法は、身体の多様な位置におけるデバイ
スの配置を含む恒久的な移植に先行しての試験的な配列を使用して記載される。各方法に
おいて、1組のデバイスの位置に対して、患者の応答またはデバイス測定がなされる。最
適位置は、患者の反応および／またはデバイス測定値に基づいて決定される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　（発明の詳細な説明）
　記載されるシステムおよびデバイスは、音響エネルギーを、心臓を電気的にペーシング
するために使用され得る形態の電気エネルギーに変換する１つ以上の移植された受信刺激
器デバイスに音響エネルギーおよび情報を送達する制御送信器デバイスを備える。音響エ
ネルギーは、以下のパラメータの適切な選択を用いて単一のバーストまたは多数のバース
トとしての超音波を用いて適用され得る。
【００５１】
【表１】

　制御送信器デバイスは、超音波変換器または移植された受信刺激器の位置で所望の刺激
を達成する十分な音響エネルギーと信号情報を生成する適切なサイズおよびアパーチャの
変換器を含む。さらに、多数の移植された受信刺激器デバイスは、制御送信器デバイスに
よって非音化（ｉｎｓｏｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ）された領域内に配置され得る。多数の受
信刺激器の移植は、同時に機能し得るが、特定の送信された周波数にだけ反応することに
よって、または振幅調節、周波数調節、パルス幅調節などの選択的な調節技術の使用を介
して、または時間区分多重化を含む符号化技術を介して、多数のデバイスが独立に機能し
得る。制御送信器および少なくとも１つの受信刺激器を備えるこのようなペースメーカー
システムは、好ましくは、２０ｋＨｚと１０ＭＨｚとの間の超音波周波数で動作し、より
好ましくは、１００ｋＨｚと１ＭＨｚとの間の周波数で動作し、最も好ましくは、２００
ｋＨｚと５００ＭＨｚとの間の周波数で動作する。
【００５２】
　制御送信器によって生成される信号情報は、対応する電気出力を作るために受信刺激器
によって使用されるパルス幅およびパルス振幅情報を最もしばしば備える。代替的に、信
号情報は、アドレス情報（特定の受信刺激器デバイスまたは起動するためのデバイス群を
識別する）と、受信刺激器デバイスを開始出力する（オンまたはオフ）ための情報を起動
するトリガ情報と、受信刺激器が出力を開始する時を制御するための遅延情報と、送達さ
れるべき電力のレベルまたは他の特性などとを含み得る。受信刺激器デバイスは、通常、
信号情報（通常、パワー送信において符号化される）の解読を可能にする回路網、電気出
力をオンオフし得るデジタルゲート、電気出力のオンオフにおける遅延を可能とするタイ
マ回路網などのようなさらなる回路網を有する。
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【００５３】
　送信変換器を含む制御送信器デバイスは、一般的には、皮下スペースの皮膚直下に移植
され得るが、胸筋下にもまた配置され得る。
【００５４】
　制御送信器デバイスは、一般的には、患者のエレクトログラムおよび／または他のデバ
イスからのペーシング信号（ペーシングアーチファクト）を検出するための電極、および
、特定の実施形態においては、これらに限定されないが、患者の動き、血圧、温度、呼吸
および／または心音を検出するさらなる生理学的なセンサなどのセンサを含む。ペースメ
ーカーの機能の制御のためにこれらの信号を利用するための回路網およびアルゴリズムが
提供される。このような電極および他のセンサは、好ましくは、制御送信器デバイスのハ
ウジングに、配置され、または組み込まれる。
【００５５】
　音響送信器デバイスはまた、例えば、二心室ペースメーカー（ＣＲＴ）または細動除去
器（ＣＲＴ－Ｄ）システムにおいて、従来のリード線ベースの電気刺激を提供するデバイ
ス内に組み込まれ得、従来のリード線／電極のシステムは、右心房および右心室からのセ
ンシングならびに右心房および右心室への刺激を提供し、受信刺激器は、左心室への同期
された刺激を提供する。
【００５６】
　リード線のない心臓ペースメーカーシステムの実施例は、図１から図５および図８から
図１０に示される。
【００５７】
　図１ａは、従来の移植された二重チャンバのペースメーカーと共に二心室ペーシングの
ための「スレーブ」構成を示す。この実施例において、外部プログラマ３と通信する手段
に加えて、ペーシング制御および超音波送信を提供する回路網を含む制御送信器デバイス
１は、皮下に、一般的に心臓上に移植される。超音波信号は、左心室に移植されているこ
とが示される受信刺激器デバイス２に組織を介して、このデバイスによって送信され、こ
の音響エネルギーを受信し、受信刺激器デバイスは、次いで、付加された電極に適用され
得る電気パルスに変換する手段を含む。この実施例においては、従来の右心房リード線６
および従来の右心室リード線７の両方を利用する、従来の二重チャンバ（ＤＤＤ）ペース
メーカー５も、移植されて示されている。制御送信器１は、患者のエレクトログラムの検
出および／または従来のペースメーカー５によって生成されたペーシング信号のアーチフ
ァクトの検出を可能にする、センシング電極４ならびに適切な回路網およびアルゴリズム
（図示されず）を組み込み、従来のペースメーカー５は、それによって、情報を提供し、
制御回路網が適切なときに左心室ペーシングを生じさせる音響送信を開始し得る。
【００５８】
　図１ｂは、制御送信器１から音響エネルギーを受信する、左心室の心筋に移植された単
一の受信刺激器デバイス２を示す、上述の実施例における心臓の断面図である。ペースメ
ーカー５（図示されず）からの従来のリード線６およびリード線７は、各々、右心房およ
び右心室に配置される。必要に応じて（図示されず）、受信刺激器デバイス２は、左心室
の心外膜表面上の冠状静脈または冠状動脈の中に配置された血管ステントに組み込まれ得
る。
【００５９】
　図２は、スタンドアロンのリード線のない心臓ペースメーカーの様々な組み合わせを描
写する。図２ａは、制御送信器１からの音響エネルギーを受信する，右心室に移植された
単一の受信刺激器を示す心臓の断面図である。このような実施形態は、単一チャンバ（Ｖ
ＶＩ）タイプのペースメーカーの機能と適合する。受信刺激器２はまた、ＶＶＩペースメ
ーカーとして機能するために左心室（図示されず）に移植され得る。この実施例（図示さ
れず）の別の応用においては、単一の受信刺激器は、単一チャンバ（ＡＡＩ）タイプのペ
ースメーカーを造り出すために右心房に移植され得る。
【００６０】
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　図２ｂは、２つの受信刺激器デバイス２がリード線のない二心室ペースメーカー構成を
達成するために移植される、さらなる応用を示す。第一の受信刺激器２は、右心室頂点に
付加され、第二の受信刺激器は、左心室自由壁に付加されることが示される。両方の受信
刺激器デバイス２は、振幅調節、周波数調節、時間区分調節、または音響波形の他の調節
もしくは符号化を含み得る方法を介して、同時または選択的に制御送信器１から音響エネ
ルギーを受信する。別の応用において（図示されず）、受信刺激器デバイスのうちの１つ
は、二重チャンバ（ＤＤＤ）タイプのペースメーカーを生じさせるために左心室または右
心室よりもむしろ右心房内に移植され得る。さらなる応用（図示されず）においては、３
つの受信刺激器デバイスは、右心房、右心室および左心室に移植され得、上述された方法
を介して同時または連続的に起動され得る。
【００６１】
　リード線のない心臓ペースメーカーシステムは、図３ａおよび図３ｂのブロックダイア
グラムにより詳細に示される。図３ａにおいては、制御送信器デバイス１は、：必要に応
じて再チャージ可能なバッテリーであるバッテリー１０；多数の電極および患者の心電図
、他の従来のペースメーカーからのペーシング信号、恐らくは患者の活動を含む他の生理
学的なパラメータを検出するために組織に直接的に接触し得る運動センサを含む恐らく他
のセンサ、（これらのものは、信号処理回路１２に接続される）；医師がデバイスパラメ
ータを設定し、患者および／またはデバイスについての診断情報を獲得することを可能に
する外部ユニット３から、および外部ユニット３への、例えば、ＲＦ通信によっての、デ
ータ経路を提供する機能を有する通信モジュール１３；セットアップパラメータおよび診
断情報を格納し、次に所望の音響ビームを生成する超音波変換器１６に次に電気エネルギ
ーを負荷する超音波増幅器１５のために必要とされる制御信号を生成するように獲得され
た生理学的なデータと共に該診断情報を使用する制御とタイミングの回路１４から成る。
制御送信器デバイス１は、既存のペースメーカーまたはＩＣＤデバイスに一般的である生
物学的に適合性のある物質から造られる、密閉的に封入されたケース１７に収納される。
【００６２】
　図３ｂを参照すると、電気的刺激が所望の位置で音響ビームの経路に移植された受信刺
激器デバイス２は、送信された音響エネルギーの一部分を遮断し、該音響エネルギーを負
荷された超音波圧力波の交流性質を表す交流電気信号に変換する超音波変換器２０を含む
。この電気信号は、外囲検出器として一般に公知であるタイプのうちの1つであり得、（
送信された超音波バーストの振幅と比例する振幅を有し、送信されたバーストの長さに一
般的に等しいパルス長を有する、電圧パルスを生成する）多くの公知の回路構成のうちの
１つを有し得る電気回路２１に負荷される。回路２１はまた、例えば、音響エネルギーの
受信とペーシングパルスの出力との間の固定の遅延を提供するために、または単一のパル
ス以外の特性を有する出力信号を提供するために、異なる構成および機能のものであり得
る。次いで、この信号は、デバイスの外側表面に組み込まれ得、それゆえに、刺激される
べき組織と直接的に接触し得る電極２２に負荷される。受信刺激器デバイス２はまた、生
物学的に適合性のある物質を密閉的に封入されたケース２３のうちに封入される。
【００６３】
　上述された図３ａおよび図３ｂをも参照すると、図４は、本発明の例示の音響信号およ
び電気信号を表す詳細を提供する。図４は、最初に、所望の幅を有し、所望の間隔で繰り
返される一連のペーシングパルス３１を描写する。制御送信器デバイス１は、所望のペー
シングパルス幅を有し、超音波変換器１６から放出される所望のペーシングパルス間隔で
繰り返される、１つまたは多数の音響送信３２を生成する。単一の音響バーストの拡大３
３は、波形３２の下に示される。このバーストは、再度、所望の幅、所望の振動周波数Ｆ
＝１／ｔ、ならびに頂点の正の圧力Ｐ＋および頂点の負の圧力Ｐ－によって示される所望
の音響圧力もまた有する。受信刺激器デバイス２の受信変換器２０に当たる場合には、音
響圧力波は、送信された波形３３のものに適合する周波数およびバースト長ならびに送信
された音響圧力（～Ｐ＋／Ｐ－）に比例する振幅を有する電気信号を生成する。次いで、
この電気波形は、送信された波形３３のバースト長に等しい長さおよび電気信号３４の振
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幅に比例する振幅（ＶＰＵＬＳＥ）を有する所望のパルス３５を生成する回路２１によっ
て修正され、フィルタされる。したがって、超音波バースト間の時間を変えることによっ
てペーシング率を変え、超音波バーストの長さを変えることによって任意の１つのペーシ
ングパルスの長さを変え、かつ超音波波形の振幅を変えることによって、ペーシングパル
スの振幅を変えることは可能であることがこの実施例において理解され得る。
【００６４】
　実際には、移植された受信刺激器デバイスによって受信されたエネルギーの量（振幅）
は、介在する組織および骨における損失によって引き起こされる超音波の減衰に起因して
、ビームが端から端まで一般的に一様ではない送信された超音波ビームとの関係における
受信刺激器デバイスの空間位置に起因して、および恐らくは制御送信器デバイスとの関係
における受信刺激器デバイスの配向（回転）に起因して、変わる。このような変数は、任
意の特定の超音波送信パワー（音響圧力振幅）に対する刺激出力パルスの振幅に影響する
。この制限は、刺激が一貫するまで超音波送信パワーを調整し、ペースメーカー移植時に
ペーシング閾値を決定するために現在使用されるものと類似する技術によって克服され得
、さらに、これは、刺激の閾値を定期的に決定し、送信デバイスと受信デバイスとの間の
相対的な運動を含むシステムにおけるいかなる変化をも補償するようにパワー送信を調節
する、制御送信器デバイス内のアルゴリズムによって自動的に調整され得る。この制限は
また、例えば、球状の変換器を使用することによって、またはデバイスの方向敏感性を減
じ、または排除するための適切な角度に配置される多数の変換器を使用することによって
、この受信能力が全方向性であるように受信刺激器デバイスに組み込まれた変換器の設計
によって緩和され得る。
【００６５】
　図５ａ～図５ｃは、該送達に適合されているカテーテル、スタイレットまたは他の手段
による配置に適切である、円筒状の輪郭の小型の移植可能な受信刺激器の２つの実施形態
を示す。中空で円筒状の超音波変換器５１、少なくとも１つの検出回路ならびに恐らくは
他の回路および他の機能を備える回路アセンブリ５２ならびに該アセンブリの一端に２つ
の電極５３を有する受信刺激器２などを、図５ａは、平面図で示し、図５ｂは、透視図で
示す。変換器５１は、強固な圧電物質であり、一般的には、圧電セラミックまたは円筒の
対向する面に配置される電極を有する単一の結晶圧電エレメントである。代替的には（図
示されず）、変換器５１は、一連の、平行した、またはそれらの組み合わせのいずれかで
、接続される多数のより小さい円筒状の区分から造られ得る。代替的には（図示されず）
、円筒本体の回りに配置された多数のエレメントを含む複合化合物であり得る。変換器お
よび回路は、電気的に絶縁であるが、音響的には透過的な生体適合性のあるハウジング５
４に封入され得る。回路アセンブリ５２は、ガラス繊維基板またはセラミック基板上の、
公知の表面はめ込みのまたは混成のアセンブリ技術を使用して製造され得る。電極５３は
、プラチナ、プラチナ‐イリジウムなどの、または、好ましくは、ステロイド溶出設計の
移植された電極で一般に使用される物質から製造される。変換器、回路基板および電極の
間の必要な電気配線は、これらの図面には図示されない。この設計の受信刺激器はまた、
所望の位置で心筋に接触してデバイスを付加するために、らせんコイル、かえし、タイン
、クリップなど（図示されず）の手段を組み込む。このような固定手段は、意図された移
植位置および送達方法に依存して変わり得る。このようなデバイスの一般的な寸法は、固
定的特性を除いて、長さ１．５センチで直径３．０センチであり、好ましくは、長さ１．
０センチで直径２．０センチである。
【００６６】
　図５ｃに示されるように、混成回路技術を使用することによって、変換器５１の中空内
部に適合するように、回路アセンブリ５２をさらに小型化することは可能であり得る。こ
れは、完成したデバイスの長さを実質的に減少するという利益を有する。
【００６７】
　図８に描写されるように、頻脈性不整脈の処置のためには、１つ以上の受信刺激器エレ
メント２は、心臓内に移植される。この例示において、受信刺激器デバイスは、左心室に
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移植される。ＡＴＰのためには、デバイスは、頻脈性不整脈の発症と相互反応するのに最
適である部位に移植される。実施例としてＶＴを使用して、ＶＴの間に実行される標準的
な電気起動配列マッピングは、左心室内のＶＴ再入回路の位置および経路および低伝導の
エリアを識別し得る。この試験を使用して、ＡＴＰアルゴリズムに最も応答する特定の部
位が識別され得る。単一の受信刺激器は、リズム障害を処置するのに十分であり得るが、
多数の受信刺激器を使用することは、症状を終了させるために、頻脈性不整脈の伝導を効
果的に遮断するように、様々な部位で、恐らくは、様々な時にペーシングする能力を増加
させる。多数の受信刺激器の使用は、一般的に、心房細動および心室細動の抑制または処
置のために使用される。制御送信器１は、皮下の位置に移植され、受信刺激器デバイスを
非音化（ｉｎｓｏｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ）するように配置される。ペーシング配列は、頻
脈を終了させるように意図されたＡＴＰアルゴリズムに基づいて制御送信器デバイスで始
まる。制御送信器デバイスは、不整脈を終了させる試みにおいて、ペーシング治療を送達
する１つ以上のアルゴリズムを含み得る。その最も単純な実施形態においては、図８に示
された他のいかなるコンポーネントも、頻脈を処置するのに必要ない。
【００６８】
　図３ａおよび図３ｂに示されるリード線のない心臓ペースメーカーのシステムは、以下
のように頻脈を処置するために適合され得る。制御送信器デバイス１は、必要に応じて再
チャージ可能なバッテリーであるバッテリー１０；多数の電極および／または患者の心電
図、他の従来のペースメーカーからのペーシング信号、および／または恐らくは患者の活
動を含む他の生理学的なパラメータを検出するために組織に直接的に接触し得る他のセン
サ１１、（これらのものは、信号条件付け／処理回路１２に接続される）；医師がデバイ
スパラメータを設定し、患者および／またはデバイスについての診断情報を獲得すること
を可能にする外部のプログラミングおよび／または通信のユニット３から、および該ユニ
ット３への、例えば、ＲＦ通信によっての、データ経路を提供する機能を有する通信モジ
ュール１３；頻脈の存在または不存在を決定し、セットアップパラメータを格納し、診断
情報を格納し、および次に所望の音響ビームを生成する超音波変換器１６に次に電気エネ
ルギーを負荷する超音波増幅器１５のために必要とされる制御信号を生成するために獲得
された生理学的なデータと共に該診断情報を使用するエレクトログラムまたは他の心臓の
情報を処理する頻脈検出、制御およびタイミングの回路１４から成る。出力のタイミング
および制御を変えることによって、抗頻脈防止および終了のペーシングアルゴリズムは、
制御送信器から送達される。制御送信器デバイス１は、好ましくは、既存のペースメーカ
ーまたはＩＣＤデバイスに一般的である生物学的に適合性のある物質から造られた密閉的
に封入されたケース１７に収納される。
【００６９】
　不整脈検出および抗頻脈ペーシング治療の制御のために使用されるロジックの簡単なブ
ロックダイアグラムは、図６に描写される。抗頻脈検出アルゴリズム１１８は、頻脈の発
症が存在するかどうか決定するために、公知の技術およびエレクトログラムまたは他の心
臓情報から処理されたデータ、例えば、速度の決定、速度の変化性、波形形態、基線から
の時間／信号の偏位などを使用する。治療送達アルゴリズム１１９は、不整脈を終了させ
るために、治療アルゴリズムのための公知の技術、例えば、バーストペーシング、速度適
合のペーシング、過駆動抑制ペーシング、自動減衰性ペーシング、早期刺激などを使用す
る。１つ以上の検出方式またはペーシング治療は、制御器１４に存在し得、制御器１４へ
のプログラミング通信に基づいて調節され得る。
【００７０】
　ＡＴＰの送達に適切であるリード線のない心臓ペースメーカーシステムの実施例は、具
体的にＡＴＰに適合され、図７ａから図７ｃおよび図８で示されるシステムを用いて、図
１で示される。
【００７１】
　図１ａは、リード線ベースのペースメーカー、電気的除細動器および／または細動除去
器デバイスと共に使用されるリード線のないＡＴＰのための「スレーブ」構成を示す。図
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１ａに対する上述の説明と類似し、制御送信器は、共移植されたペースメーカーまたは細
動除去器によって生成されるペーシング信号を検出し、検出された各心室のペーシング信
号を用いて受信刺激器デバイスを起動するために音響送信を開始する。不整脈の検出およ
びＡＴＰの送達のためのアルゴリズムロジックは、ペースメーカーまたは細動除去器のコ
ンポーネントである。
【００７２】
　図７ａは、リード線のない電気的除細動器または細動除去器デバイスと共に使用される
リード線のないＡＴＰデバイスを示す。図７ｂは、ＡＴＰのための受信刺激器への音響送
信を使用し、電気的除細動器および／または細動除去器のための高エネルギー皮下電極を
使用する統合されたリード線のないデバイスを示す。図７ｃは、ＡＴＰのための受信刺激
器への音響送信を使用し、電気的除細動器および／または細動除去器のためのＲＶにおけ
るリード線上の高エネルギーコイル電極を使用するリード線のないペーシングシステムを
組み込む、統合されたリード線ベースの細動除去器デバイスを示す。図８は、上述された
ＡＴＰデバイスのためのスタンドアロンの構成を表す。
【００７３】
　図９ａおよび図９ｂにおいては、本発明の移植されたリード線のない単一チャンバの心
臓ペースメーカーシステムは、「スタンドアロンの」心臓ペースメーカーシステムとして
例示的な実施形態に示される。理解され得るように、このスタンドアロンのシステムは、
二重チャンバのシステム（図示されず）に適合され得る。図９ａに描かれるペーシング制
御および音響送信を提供するための回路網を含む制御送信器デバイス６１は、皮膚直下、
一般に心臓上に移植される。制御送信器は、外部プログラマ６３と通信するための無線回
路網を含む。音響エネルギーは、音響エネルギーを受信し、該音響エネルギーを、次いで
、付加された電極を介して組織に負荷され得る電気パルスへ変換する変換器および回路網
を含む受信刺激器デバイス６２へ組織を介して制御送信器デバイス６１によって送信され
る。図９ｂにおいては、受信刺激器デバイス６２は、左心室中隔に付加されて示される。
受信刺激器デバイス６２は、既存のペースメーカーシステム、または恒久的に移植された
デバイスを心臓に付加する他の方法（例えば、かえし、タイン、クリップ、縫合など）に
おけるように、心臓に固定された従来のペーシングリード線に類似する、付加されるねじ
込みへリックスを用いて心臓に固定される小型の円筒状の、またはボタン型のデバイスと
して示される。
【００７４】
　図１０ａ、図１０ｂおよび図１０ｃは、任意の上記実施形態におけるような、例えば、
図９ａおよび図９ｂにおいて描写され、上述の任意の実施形態におけるような、リード線
のない心臓ペースメーカーシステムのための試験システムおよび位置付けシステムを示す
。試験システムおよび位置付けシステムは、心臓における受信刺激器６２の移植のための
、および胸部における制御送信器６１の移植のための、様々な位置を評価するために使用
される。試験は、例えば、送受信される音響エネルギーの適切なレベルおよび心臓組織を
捕捉する／ペーシングするために必要とされる受信刺激器からのその後の電気的出力エネ
ルギーを決定するように実行される。送信されるエネルギーの振幅についての知識は、例
えば、効果的にバッテリーパワーを利用するための移植される受信刺激器および移植され
る制御送信器の位置付けを最適化するために必要とされる。さらに、試験は、胸部外形か
らの制限、または肺もしくは他の内部組織構造からの干渉なしに、受信刺激器による音響
受信を確実にする胸部上のエリアを識別するために実行され得る。これは、音響ウィンド
ウまたは標的ウィンドウと呼ばれる。なおさらに、試験は、患者の反応、例えば、一部位
における捕捉／ペーシングに基づく電気生理学的な反応または収縮反応を評価するために
実行され得る。観察される患者の反応は、心電図上のペーシングまたは血圧もしくは収縮
性などの心機能の他の測定の証拠である。
【００７５】
　外部の制御送信器システム６４は、一般的には、異なる患者に再使用され得る位置付け
または試験のために一般に使用され得る。制御送信器デバイス６４は、外部の音響送信器
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６５および一般的にはケーブル６７によって接続される手動または他の制御器６５を含む
が，送信器６５は、制御器６６に統合され得、該統合されたデバイスが外部の送信器とし
て使用されることが理解され得る。送信器６５は、一般的には、音響送信ジェルが結合の
ために使用され、皮膚表面上に重ねて置かれる。カテーテルベースの送達システム６８を
伴う心臓への静脈または動脈の血管を横断するアクセスを使用して任意の心内膜の位置に
配置され得る受信刺激器デバイス６２は、図１０ｂおよび図１０ｃに示されるように、試
験および位置付けのシステムにも使用される。受信刺激器の組織への恒久的な挿入（移植
）に先行して、デバイス６２は、一時的に送達システム６８に取り付けられる。代替的に
（図示されず）、恒久的にデバイス上に付加される受信刺激器エレメントを含む類似する
カテーテルベースのデバイスは、心内膜または心筋のいずれかの位置付け部位および試験
部位による部位の選択のために使用され得る。図１０ｃは、受信刺激器デバイス６２のた
めの一般的な送達システム６８のさらなる詳細を示す。理想的には、送達システムからの
恒久的な挿入／配置に先行して、受信刺激器上のペーシング電極は、送達システム（図示
されず）の長さを伝わる接続線を介してアクセス可能である。送達システム６８のこの実
施例は、受信刺激器デバイス６２が遠位端末に付加されるカテーテル６９を備える。受信
刺激器６２を有するカテーテル６９は、操縦可能なガイドシース７０に挿入される。操縦
可能であり、操縦可能なガイドシースの代わりに使用されるカテーテル６９を含む、送達
システム６８の他の可能な変数が、利用され得る。送達システム６８は、血管系または心
臓チャンバ内の受信刺激器６２の操作および位置付けを可能にする。この実施例において
は、送達システム６８は、受信刺激器６２を位置付け、心臓部位を試験し、次いで、送達
システム６８は、別の位置に移動され、該部位は、試験される。最適な位置が発見される
と、移植可能なデバイス６２は、最初に固定手段によって試験された位置で移植され、次
いで、機械的な手段によってカテーテル６９から開放されることによって、カテーテル６
９から配置される。代替的な場合に、恒久的に付加されたデバイス６２を有する試験カテ
ーテル６９は、操縦可能なガイドシース７０から除去され、開放可能であり移植可能なデ
バイス６２を有する第二のカテーテル６９は、操縦可能なガイドシース７０を介してのカ
テーテル６９または移植デバイス６２に適合されている個別の送達システム６８によって
所定の位置に導入される。
【００７６】
　第一の方法は、制御送信器６１のための理想的な位置は、公知または解剖学的な束縛か
ら制限されるが、受信刺激器６２のための１つ以上の位置が、可能である状態で使用され
得る。一般的には、外部の制御送信器６４が、皮膚表面上に配置された音響送信器６５を
理想的な位置または他の方法で所定の位置の上に重ね、試験目的のために使用される。送
信ジェルは、外部の音響送信器６５と皮膚との間の結合剤として使用される。代替的に（
図９ａに図示される）、移植可能な制御送信器デバイス６１は、最後の移植位置において
皮下に外科的に配置され得、外部のプログラマを用いて制御され得る。受信刺激器デバイ
ス６２は、送達システム６８を操縦することによって第一の試験位置に配置される。次い
で、音響エネルギーは、代替的には該位置で有効性を評価するために、外部の制御器６６
またはプログラマ６３の指導下の移植可能な制御送信器６１を使用して、送信／送達され
る。結果が満足ではない場合には、またはさらなる位置を評価することを望む場合には、
受信刺激器デバイス６２は、送達システム６８の補助をもって新しい部位に移動され、音
響エネルギーは、送信／送達され、この部位での有効性は、試験される。この手順は、受
信刺激器デバイス６２の移植のための所望の位置が識別されるまで繰り返され得る。次い
で、受信刺激器デバイス６２は、該位置に送達され、配置され、送達システム６８は、除
去される。移植されるデバイス６１が移植されることを意図されるが、外部の制御送信器
６４が使用された場合には、外部的に応用された制御送信器の位置は、注目され、当技術
では公知のように、デバイス６１の移植のために、切開および解体が実行される。
【００７７】
　この方法が利用され得る１つの実施例（心臓ペーシングに加えて）は、てんかんであり
、この場合には、制御送信器の位置は、開頭の近くの部位に制限されるので、既知である
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。この場合には、一般的には、多数の受信刺激器が、脳組織に移植される。受信刺激器は
、一般的には、開頭開口部内または皮下の頭蓋骨の外部のいずれかの脳組織の外側に配置
される。受信刺激器の位置の配置付けおよび試験は、電気的刺激の脳波図マッピングにお
ける効果に基づく。この方法が利用され得る別の実施例は、てんかんの処置に類似して、
制御送信器は、開頭の近くに制限され、多数の受信刺激器は、一般的には、脳組織に移植
される、パーキンソン病である。しかしながら、パーキンソン病の場合には、受信刺激器
の位置は、震顫を減少することなど電気的刺激が患者の反応に及ぼす効果に基づき得る。
【００７８】
　最適化の第二の方法は、受信刺激器のための移植位置が公知であるが、制御送信器のた
めの理想的な位置が変わり得る状態において使用され得る。受信刺激器デバイス６２は、
最初に、その理想的な位置に移植され、または代替的に送達システム６８によってその理
想的な位置に保持される。外部の制御送信器デバイス６４の送信器６５は、結合のための
送信ジェルを使用して、皮膚上の第一の試験位置に配置される。次いで、エネルギーは、
この位置で有効性を評価するために外部制御器６６を使用して、送信／送達される。送信
器６５は、移動され、試験手順は、所望の位置が識別されるまで繰り返される。次いで、
移植可能な制御送信器６１は、最適であると識別された位置に移植される。
【００７９】
　この方法が利用され得る１つの実施例は、骨折の処置においてである。この場合には、
受信刺激器デバイスの位置は、骨折の位置によって決定される。次いで、制御送信器デバ
イスのための可能な位置は、音響エネルギーの送信を最適化するために試験され得る。
【００８０】
　最適化の第三の方法は、受信刺激器デバイス６２も制御送信器デバイス６１も移植位置
が既知でない状態で使用され得る。この方法は、第一の方法および第二の方法の両方で上
に具体化された手順を利用する。この状態においては、最初の位置でデバイスを試験した
後に、両方のデバイスの位置は、続く試験で交互に変更され、これは、所望の最適の結果
が得られるまで繰り返される。次いで、デバイス６１およびデバイス６２の両方は、移植
される。
【００８１】
　この第三の方法が利用され得る１つの実施例は、多部位ペーシング（心不全のための二
重チャンバのペースメーカーまたは二心室ペーシング）の可能な心臓ペースメーカーであ
る。受信刺激器デバイスを移植する可能性のある場所は多いが、幾つかの位置は、患者に
対してより良い生理学的な利益を提供する。制御送信器デバイスのための理想的な位置は
、最も多くの音響エネルギーが多数の受信刺激器デバイスに送達され得る部位であるが、
胸部外形および介在する肺によって課せられる位置に関する幾つかの制限があり得る。そ
れゆえに、デバイスのための移植位置の最適化は、各デバイスのための異なる部位での試
験を必要とし得る。観察される患者の反応は、心電図に関するペーシングまたは血圧もし
くは収縮性などの心機能の他の測定であり、証拠である。
【００８２】
　これらの方法は、移植可能なリード線のない刺激器システムのすべての用途に対して有
益であり得、本明細書中に提供される実施例に制限されることを意図されない。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】図１ａおよび図１ｂは、本発明の原理に従って作られた音響心臓ペーシング、細
動除去器および電気的除細動器を示す。
【図２】図２ａおよび図２ｂは、本発明の原理に従って作られたスタンドアロンの音響心
臓ペースメーカーの異なる組み合わせを示す。
【図３】図３ａおよび図３ｂは、本発明の音響制御送信器および音響受信刺激器のコンポ
ーネントを示すブロックダイアグラムである。
【図４】図４は、本発明のシステムおよび方法に有用である代表的な音響および電気的な
信号を示す。
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【図５】図５ａ、図５ｂおよび図５ｃは、本発明の原理に従う小型の移植可能な受信刺激
器の２つの実施形態を示す。
【図６】図６は、本発明の原理に従う頻脈性不整脈を処置するための方法を示すブロック
ダイアグラムである。
【図７】図７ａ、図７ｂおよび図７ｃは、ペーシングおよび細動除去のシステムとの組み
合わせ、または頻脈だけを処置するための本発明に従うシステムを示す。
【図８】図８は、本発明の原理に従って作られたスタンドアロンの音響心臓ペースメーカ
ーシステムを示す。
【図９】図９ａおよび図９ｂは、本発明の原理に従う移植された心臓ペースメーカーシス
テムを示す。
【図１０】図１０ａ、図１０ｂおよび図１０ｃは、本発明の原理に従う図９ａおよび図９
ｂのシステムの移植を最適化するために有用であるシステムを示す。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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