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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイスクリーン上に心臓情報のグラフィック表示を生成するシステムの作動方
法であって、
　コンピュータが、複数の心臓部位を含む少なくとも１つの心室を含む心臓の解剖学的モ
デルを取得するステップと、
　コンピュータが、前記複数の心臓部位における心臓活動に対応する、心臓の表面上のあ
る点に関して決定された双極子密度情報、表面電荷情報、温度情報、ｐＨ情報、又は、こ
れらの２つ以上の組合せであるソース情報の複数の順次データセットを電子的に決定する
ステップであって、前記ソース情報の複数の順次データセットが少なくとも毎秒1回電子
的に決定されるステップと、
　コンピュータが、前記複数の心臓部位を含む前記心臓の解剖学的モデルを前記ディスプ
レイスクリーン上に電子的に描示するステップと、
　コンピュータが、前記ソース情報の前記データセットに応じた画素値を有する画素を前
記心臓の解剖学的モデルにオーバーレイさせて描示し、複数の心臓部位の電圧であるフィ
ールド情報のデータセットに応じた画素値を有する画素を前記心臓の解剖学的モデルにオ
ーバーレイさせて描示するステップと、
　を含む、作動方法。
【請求項２】
　前記解剖学的モデルが少なくとも３０分毎に１回更新される、請求項１に記載の作動方
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法。
【請求項３】
　前記解剖学的モデルが少なくとも１分毎に１回更新される、請求項１または２に記載の
作動方法。
【請求項４】
　前記解剖学的モデルが少なくとも１秒毎に１回更新される、請求項１から３のいずれか
１項に記載の作動方法。
【請求項５】
　前記解剖学的モデルが少なくとも１００ミリ秒毎に１回更新される、請求項１から４の
いずれか１項に記載の作動方法。
【請求項６】
　前記解剖学的モデルが少なくとも１秒毎に３０回更新される、請求項１から５のいずれ
か１項に記載の作動方法。
【請求項７】
　前記解剖学的モデルがＣＴスキャンとＭＲＩスキャンの少なくともいずれかのデータか
ら作成される、請求項１から６のいずれか１項に記載の作動方法。
【請求項８】
　前記解剖学的モデルが少なくとも１つの超音波トランスデューサからの信号を用いて作
成される、請求項１から６のいずれか１項に記載の作動方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの超音波トランスデューサが前記心室内に配置される、請求項８に
記載の作動方法。
【請求項１０】
　心臓の前記解剖学的モデルが心臓の静的モデルを含む、請求項１に記載の作動方法。
【請求項１１】
　心臓の前記解剖学的モデルが心臓動悸の動的モデルを含む、請求項１に記載の作動方法
。
【請求項１２】
　前記ソース情報の複数の順次データセットが一連の動的情報セットを表す、請求項１か
ら１１のいずれか１項に記載の作動方法。
【請求項１３】
　前記一連の動的情報セットが１以上の心周期の全体を通じて更新される、請求項１２に
記載の作動方法。
【請求項１４】
　前記ソース情報が、３次元空間におけるある場所での、３次元空間における特定の場所
とは別個の物理的な一又は複数の特性を示すデータである、請求項１から１３のいずれか
１項に記載の作動方法。
【請求項１５】
　ソース情報の複数の順次データセットを電子的に決定する前記ステップが、少なくとも
１つの電極からの信号を記録するステップを含む、請求項１から１４のいずれかに１項に
記載の作動方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの電極が複数の電極を含む、請求項１５に記載の作動方法。
【請求項１７】
　前記複数の電極が、心室内に配置されるために構成及び配列された拡張可能なアレイに
取り付けられる、請求項１６に記載の作動方法。
【請求項１８】
　前記画素値が、色、コントラスト、輝度、色相、飽和レベル、又はこれらの２つ以上の
組合せを含む、請求項１に記載の作動方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年３月２５日に出願されたCARDIAC ANALYSIS USER INTERFACE SYST
EM AND METHOD（「心臓解析ユーザインタフェースのシステム及び方法」）と題する米国
仮特許出願第６１／９７０，０２７号の、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づく優先権を
主張し、その全体を参照により本明細書に援用する。
【０００２】
　本出願は、２０１３年１２月２日に出願されたTransducer-Electrode Arrangement（「
トランスデューサ－電極装置」）と題する、本出願の出願人による同時係属中の米国意匠
特許出願第２９／４７５，２７３号に関連し得るが、その優先権を主張するものではない
。この出願の全体を参照により本明細書に援用する。
【０００３】
　本出願は、２０１５年２月５日に出願されたCatheter System and Methods of Medical
 Uses of Same， Including Diagnostic and Treatment Uses for the Heart（「カテー
テルシステムと、心臓の診断及び治療での使用を含むカテーテルシステムの医療使用方法
」）と題する、本出願の出願人による同時係属中の米国特許出願第１４／４２２，９４１
号に関連し、また、２０１２年８月３１日に出願されたSystem and Method for Diagnosi
ng and Treating Heart Tissue（「心臓組織の診断及び治療のためのシステム及び方法」
）と題する米国仮特許出願第６１／６９５，５３５号の優先権を主張して２０１３年８月
３０日に出願されたCatheter System and Methods of Medical Uses of Same， Includin
g Diagnostic and Treatment Uses for the Heartと題する国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２
０１３／０５７５７９号に関連し得るが、これらの優先権を主張するものではない。これ
らの出願の各々を参照により本明細書に援用する。
【０００４】
　本出願は、２０１２年３月９日に出願されたDevice and Method For the Geometric De
termination of Electrical Dipole Densities on the Cardiac Wall（「心臓壁上の電気
双極子密度の幾何学的測定のための装置及び方法」）と題する、本出願の出願人による同
時係属中の米国特許出願第１４／００３６７１号に関連し、また、２０１１年３月１０日
に出願されたDevice and Method for the Geometric Determination of Electrical Dipo
le Densities on the Cardiac Wall（「心臓壁上の電気双極子密度の幾何学的測定のため
の装置及び方法」）と題する米国仮特許出願第６１／４５１，３５７号の優先権を主張し
て２０１２年３月９日に出願されたDevice and Method for the Geometric Determinatio
n of Electrical Dipole Densities on the Cardiac Wallと題する国際特許出願ＰＣＴ／
ＵＳ２０１２／０２８５９３号に関連し得るが、これらの優先権を主張するものではない
。これらの出願の各々を参照により本明細書に援用する。
【０００５】
　本出願は、２０１３年７月１９日に出願されたA Device and Method for the Geometri
c Determination of Electrical Dipole Densities on the Cardiac Wall（「心臓壁上の
電気双極子密度の幾何学的測定のための装置及び方法」）と題する米国特許出願第１３／
９４６，７１２号に関連し得るがその優先権を主張するものではない。米国特許出願第１
３／９４６，７１２号は、２０１０年７月１６日に出願されたA Device and Method for 
the Geometric Determination of Electrical Dipole Densities on the Cardiac Wallと
題する、ＵＳ２０１００２９８６９０号として公開された米国特許第８，５１２，２５５
号の継続出願である。米国特許第８，５１２，２５５号は、２００８年１月１７日出願の
スイス特許出願第０００６８／０８号の優先権を主張して２００９年１月１６日にA Devi
ce and Method for the Geometric Determination of Electrical Dipole Densities on 
the Cardiac Wallの名称で出願された特許協力条約出願ＰＣＴ／ＩＢ０９／０００７１号
（ＷＯ２００９／０９０５４７号として公開）の、米国特許法第３７１条による国内移行
出願であった。これらの出願の各々を参照により本明細書に援用する。
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【０００６】
　本出願は、２０１４年１１月１４日に出願されたMethod and Device for Determining 
and Presenting Surface Charge and Dipole Densities on Cardiac Walls（「心臓壁上
の表面電荷密度及び双極子密度を測定及び表示するための装置及び方法」）と題する米国
特許出願第１４／５４７，２５８号に関連し得るがその優先権を主張するものではない。
米国特許出願第１４／５４７，２５８号は、２０１３年４月８日に出願されたMethod and
 Device for Determining and Presenting Surface Charge and Dipole Densities on Ca
rdiac Wallsと題する米国特許出願第１３／８５８，７１５号の継続出願である。米国特
許出願第１３／８５８，７１５号は、２００９年２月３日に出願されたMethod and Devic
e for Determining and Presenting Surface Charge and Dipole Densities on Cardiac 
Wallsと題する、ＵＳ２００９２６４７８１号として公開された米国特許第８，４１７，
３１３号の継続出願である。米国特許第８，４１７，３１３号は、Method and Device fo
r Determining and Presenting Surface Charge and Dipole Densities on Cardiac Wall
sと題する、２００６年８月３日出願のスイス特許出願第１２５１／０６号の優先権を主
張して２００７年８月３日に出願されたＰＣＴ出願ＣＨ２００７／０００３８０号（ＷＯ
２００８／０１４６２９号として公開）の、米国特許法第３７１条による国内移行出願で
あった。これらの出願の各々を参照により本明細書に援用する。
【０００７】
　本発明は、心臓活動を分析するための、及び、心臓関連の異常を診断及び治療するため
のシステム及び方法に関し、特には、このような活動に有用な心臓関連情報を表示するシ
ステム及び方法に関する。
【０００８】
　不整脈の発生源（単数又は複数）を特定するために、一般的な方法は、心臓の内表面上
に位置する電位を電気解剖学的マッピング法で測定することである。このために、例えば
、電極カテーテルを心臓に挿入し、その状態で、正常な心拍又は心不整脈中の心電位を記
録できる。不整脈が規則的な活性化シーケンス（興奮順序）を有する場合、電極が配置さ
れた各部位における心臓電位から測定される局所活性化のタイミングを、多くの部位にわ
たり、及び、不整脈中の多くの心拍にわたって組み合わせることができ、それにより、電
気的活性化の三次元「局所活性化時間」（ＬＡＴ）マップを作成できる。これにより、不
整脈の発生源の位置及びメカニズムに関する情報、すなわち、焦点及び再入回路を診断し
て、治療（例えば高周波アブレーション）を開始又はガイドできる。
【０００９】
　このマッピング手順は、しばしば、カテーテル位置の３次元マップを生成するコンピュ
ータシステムにより補助される。このマップ生成は、磁場を補助としたカテーテルの位置
特定（いわゆるＣａｒｔｏシステム）により、あるいは、経胸腔インピーダンス（Ｌｏｃ
ａｌｉｓａ及びＮａｖＸによる）により行われる。このようなマップの全ての点が、心臓
表面と接触している電極位置により得られるため、このマッピングシステムを「従来の接
触マッピング」と称する。この接触マッピングシステムの固有の限界は、心臓の活性化が
同時に評価され得るのが、心筋と接触している点においてのみということである。従って
、心臓の活性化全体の即時マッピングは不可能である。なぜなら、心腔全体への同時接触
は、血液循環を犠牲にせずには不可能だからである。しかし、心腔の電気的活性化全体の
即時マッピングは、短期間の不安定な不整脈において有利であろう。従来のマッピング手
順（不整脈中に電極を転々と移動させる）では、この短期間と比較して時間がかかり過ぎ
、従って、臨床的に関連した電気的活性化マップを捕捉できない。また、心臓の電気的活
性化の即時マップは、不規則な不整脈、又は、興奮順序が一定でない不整脈（活性化時間
の累積が接触マッピングでは不可能）の間、有利であろう。また、最後に、心臓活性化の
即時マップは、おそらく、接触マップよりも迅速かつ容易に得られる。接触マップは、あ
らゆる種類の心臓不整脈における心臓の様々な領域への、時間がかかるカテーテル移動に
より生成される。
【００１０】
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　接触マッピングの欠点を「非接触マッピング」(“non-contact mapping”)により解決
できる。「非接触マッピング」は、心臓壁に接触せずに心腔の活性化を同時にマッピング
することを可能にする。このために、例えば、膨張可能なバルーン上に取り付けられた多
電極アレイを心臓に挿入できる。心腔の幾何学的形状は、以下のいずれによっても得られ
る。すなわち、
（ｉ）３Ｄ表面位置の累積から得られる接触マップを、電極カテーテルを心腔内で移動さ
せている間に再構成する。
（ｉｉ）コンピュータ断層撮影又はＭＲＩ（磁気共鳴映像法）による撮像データをインポ
ートする。
【００１１】
　心室の幾何学的形状の輪郭がマップで示されたならば、多電極アレイによる心臓の遠距
離場電位（単極）の同時記録の情報を、高度な数学的手法を用いて所望の心臓マップに外
挿できる。この非接触マッピングは、電極カテーテルを心室内で転々と移動させる必要な
く、電気的活性化の全体を、洞律動又は不整脈中のいずれにおいても単極遠距離場電位に
より測定するという利点を有する。この情報が、心臓活性化の１拍動分析を可能にし、従
って、不安定、不規則、多発性の不整脈を追跡及び治療できる。しかし、非接触マッピン
グの欠点は、遠距離場電位に依存することであり、この方法では、接触マッピング（すな
わち、心臓活性化の局所心電図（電位）を、対象部位にてマッピング電極により心内膜に
触れることにより測定する）と同一の位置特定の精度を得られないことである。
【００１２】
　さらに、非接触マッピングは、心臓の再分極及び隣接する心腔（心房／心室）により発
生された電位によるアーチファクト発生及び干渉の傾向が、より強い。これらの欠点は、
幾つかのフィルタリング技術によりある程度は解決されよう。しかし、多くの場合、これ
らの欠点により、心臓不整脈の位置特定が、時間浪費的でもどかしい介入にもなっている
。
【００１３】
　従って、非接触マッピングの利点（すなわち、心臓活性化の即時マッピング）を、欠点
（すなわち、遠距離場信号の記録による空間分解能の低下、アーチファクトのフィルタリ
ングなど）と釣り合わせなければならない。
【００１４】
　心臓不整脈の非侵襲性の位置特定のための別の方法は、身体表面マッピングである。こ
の技術において、複数の電極が胸部の表面全体に取り付けられ、心臓の電気的活性化の情
報が身体表面の電位から同時に測定され（心電図（ＥＣＧ）と称される）、ＬＡＴマップ
に組み込まれる。心臓モデルにおける電気的活性化の局所時間を決定するために、複雑な
数学的手法が必要である。一例は、ＣＴ又はＭＲＩイメージングによるものであり、心臓
のサイズ及び胸腔内での向きに関する情報を与える。
【００１５】
　両方のマッピング方法、すなわち、接触式及び非接触式の欠点は、心臓の電気的活動を
、電位、すなわち、心臓組織の３次元体積全体にわたる全心臓細胞の膜内のイオン電荷‐
源(ionic charge-source)の総和を用いて表すことである。心臓細胞内のイオン電荷‐源
により発生された電気力のこの総和が、現在のマッピングシステムにより測定される電位
となっている。
【００１６】
　研究の結果、分布マップ（単数又は複数）を生成するために、表面電荷密度（すなわち
それらの分布）又は双極子密度（すなわちそれらの分布）を、それらが成功裡に、実行可
能且つ確実に決定されるならば利用することで、心臓の局所細胞の電気イオン活動に関す
る情報が、電位（又は電圧）を用いて行う従来の測定よりも詳細且つ正確に得られること
が分かった。表面電荷密度又は双極子密度は、電気的活動の正確で明瞭な情報のセットを
良好な空間分解能で示す。一方、電荷密度の総和から得られる電位は、電気的活動の拡散
画像しか提供しない。表面電荷密度及び双極子密度を用いれば、タンパク質のイオン電荷
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及び水溶性イオンを含む心臓細胞膜の電気的性質を正確に表すことができるが、従来の電
位手段ではそれができない。表面電荷密度及び／又は双極子密度は心臓内で直接には測定
できず、測定電位を用いて数学的に正確に算出されなければならない。言い方を変えると
、従来のマッピングシステムにより得られる電圧マップの情報は、これらの情報から表面
電荷密度又は双極子密度を算出すれば著しく精緻化され得る。しかし、電圧情報及びマッ
プからの表面密度及び双極子密度の決定は、些細な数学的演習ではない。特許文献１及び
特許文献２（それぞれ、シャーフ(scharf)らに付与）は、電圧情報及びマップから表面密
度及び双極子密度を決定する方法を記載している。
【００１７】
　表面電荷密度とは、単位面積（ｃｍ２）あたりの表面電荷（クーロン）を意味する。双
極子自体は中性元素であり、一部が正電荷を含み、その他の部分が、これと同等であるが
負の電荷を含む。双極子又は表面電荷マップは電圧マップよりも細胞膜の電気的性質を良
好に表すと考えられよう。なぜなら、生物学的環境においてはイオン電荷が巨視的に分離
されないからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】米国特許第８，４１７，３１３Ｂ２号公報
【特許文献２】米国特許第８，５１２，２５５Ｂ２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　現在、マッピングシステムは、心臓の画像及び活動を、双極子密度又は表面電荷密度で
はなく、測定された電位に基づいて表示する。これは、先に述べたように、本質的に不正
確性を伴う。なぜなら、電圧は平均化及び／又は平滑化されたフィールドデータであり、
双極子密度又は表面電荷密度はこれよりもはるかに正確なソースデータであるからである
。これに加えて、このようなディスプレイシステムは、心臓活動のリアルタイム又は近リ
アルタイムの表示を提供しない。なぜなら、急速に変化する心臓が発生する電圧データの
量が、このようなシステムを使用したリアルタイム又は近リアルタイムのマッピングには
大き過ぎる傾向があるからである。実際、このようなマッピング及びディスプレイシステ
ムは、例えばマッピング及び治療処置中に生じ得る左房拡大などが原因で、心臓の不正確
な画像を提示する。現在のシステムを使用しても、表示された心臓の画像を迅速かつ正確
に更新できず、従って、施術者は、不正確な心臓画像を見ながら作業しなければならない
。これは特に、例えば、施術者がアブレーションのために心臓組織を正確に位置特定しよ
うとするときに問題であり、従来のイメージング及びディスプレイシステムを用いると、
施術者は幾分の推測作業を行わねばならない。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　ディスプレイスクリーン上に心臓情報のグラフィック表示を生成する方法を提供する。
この方法は、複数の心臓部位を含む心臓の解剖学的モデルを電子的に作成するステップと
、前記複数の心臓部位における心臓活動に対応するソース情報のデータセットを電子的に
決定するステップと、前記複数の心臓部位に関する前記ソース情報のデータセットを前記
ディスプレイスクリーン上に電子的に描示するステップとを含む。また、心臓情報のグラ
フィック表示を提供するためのシステム及び装置も提供する。
【００２１】
　本開示の一態様によれば、ディスプレイスクリーン上に心臓情報のグラフィック表示を
生成する方法が提供される。この方法は、複数の心臓部位を含む心臓の解剖学的モデルを
電子的に作成するステップと、前記複数の心臓部位における心臓活動に対応するソース情
報のデータセットを電子的に決定するステップと、前記複数の心臓部位に関する前記ソー
ス情報のデータセットを前記ディスプレイスクリーン上に電子的に描示するステップとを
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含む。
【００２２】
　様々な実施形態において、前記ソース情報は、３次元空間におけるある場所での、３次
元空間における特定の場所とは別個の物理的な単数又は複数の特性を示すデータであり得
る。
【００２３】
　様々な実施形態において、前記ソース情報は、少なくとも１つのセンサからの記録信号
を含み得る。
【００２４】
　様々な実施形態において、前記少なくともセンサは複数のセンサを含み得る。
【００２５】
　様々な実施形態において、前記複数のセンサは、心室内に配置されるために構成及び配
列された拡張可能なアレイに取り付けられ得る。
【００２６】
　様々な実施形態において、前記少なくとも１つのセンサは、電極、ｐＨセンサ、温度セ
ンサ、又はこれらの２つ以上の組合せを含み得る。
【００２７】
　様々な実施形態において、前記ソース情報は、双極子密度情報、表面電荷密度情報、ｐ
Ｈ情報、温度情報、又はこれらの２つ以上の組合せを含み得る。
【００２８】
　様々な実施形態において、ソース情報のデータセットを電子的に決定するステップが、
少なくとも１つの心周期の異なる位相を示すソース情報の複数の順次データセットを電子
的に決定するステップを含み得る。
【００２９】
　様々な実施形態において、前記少なくとも１つの心周期は複数の心周期を含み得る。
【００３０】
　様々な実施形態において、前記複数の順次データセットは、少なくとも１秒につき３０
回更新される動的データセットを表し得る。
【００３１】
　様々な実施形態において、前記複数の順次データセットは、少なくとも１秒につき１回
更新される動的データセットを表すか又は含み得る。
【００３２】
　様々な実施形態において、前記複数の順次データセットは、少なくとも３０分毎に１回
更新される動的データセットを表すか又は含み得る。
【００３３】
　様々な実施形態において、前記ソース情報は、識別マップの形態で又は識別マップを用
いて表示され得る。
【００３４】
　様々な実施形態において、前記識別マップはカラーマップを含み得る。
【００３５】
　様々な実施形態において、前記識別マップが、値を識別するパラメータのマップを含む
ことができ、これらのパラメータは、色、コントラスト、輝度、色相、飽和レベル、又は
これらの２つ以上の組合せを含む。
【００３６】
　様々な実施形態において、前記方法は、心臓の解剖学的モデルをディスプレイスクリー
ン上に電子的に描示するステップを含み得る。
【００３７】
　様々な実施形態において、前記解剖学的モデルは、少なくとも１つの超音波トランスデ
ューサからの信号を用いて作成され得る。
【００３８】



(8) JP 6739346 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

　様々な実施形態において、前記方法は、心臓の静的画像を前記ディスプレイスクリーン
上に表示するステップを含み得る。
【００３９】
　様々な実施形態において、前記静的画像は、心臓収縮末期に時間的に近い心臓画像を含
み得る。
【００４０】
　様々な実施形態において、前記静的画像は、心臓拡張末期に時間的に近い心臓画像を含
み得る。
【００４１】
　様々な実施形態において、前記心臓の静的画像は少なくとも３０分毎に１回更新され得
る。
【００４２】
　様々な実施形態において、前記方法は、１つの心周期の複数の画像を含む心臓の動的画
像を前記ディスプレイスクリーン上に表示するステップを含み得る。
【００４３】
　様々な実施形態において、前記方法は、複数の心周期の複数の画像を含む心臓の動的画
像を前記ディスプレイスクリーン上に表示するステップを含み得る。
【００４４】
　様々な実施形態において、前記方法は、１つの心周期の複数の画像を少なくとも３０分
毎に１回更新するステップを含み得る。
【００４５】
　様々な実施形態において、前記方法は、フィールド情報のデータセットを前記ディスプ
レイスクリーン上に提示するステップを含み得る。
【００４６】
　様々な実施形態において、前記フィールド情報のデータセットは電圧情報のデータセッ
トを含み得る。
【００４７】
　様々な実施形態において、前記フィールド情報のデータセットは前記複数の心臓部位に
対応し、且つ、前記ディスプレイスクリーン上の前記複数の心臓部位に任意選択的に関連
付けられ得る。
【００４８】
　様々な実施形態において、前記方法は、前記フィールド情報のデータセットを前記ソー
ス情報のデータセットと並べて表示するステップを含み得る。
【００４９】
　様々な実施形態において、前記方法は、前記フィールド情報のデータセットを前記ソー
ス情報のデータセットと重ね合わせて表示するステップを含み得る。
【００５０】
　様々な実施形態において、前記方法は、前記フィールド情報のデータセットを前記ソー
ス情報のデータセットと交互に表示するステップを含み得る。
【００５１】
　様々な実施形態において、前記方法は、算出情報を生成し、且つ前記算出情報を前記デ
ィスプレイスクリーン上に電子的に描示するステップを含み得る。
【００５２】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、１以上の心臓部位に関連して前記ディスプ
レイスクリーン上に電子的に描示され得る。
【００５３】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、少なくとも１つの超音波トランスデューサ
からの記録に基づいた情報を含み得る。
【００５４】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、心室内に配置された超音波トランスデュー
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サのアレイからの記録に基づいた情報を含み得る。
【００５５】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、心室容積、心臓壁厚、平均心臓壁厚、心室
寸法、駆出率、心拍出量、心血流量、心筋収縮能、心臓壁運動、又はこれらの２つ以上の
組合せを含み得る。
【００５６】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、少なくとも１つの電極からの記録に基づい
た情報を含み得る。
【００５７】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、心室内に配置された電極のアレイからの記
録に基づいた情報を含み得る。
【００５８】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、心臓表面部位の電圧、心臓表面部位の双極
子状態、又はこれらの２つ以上の組合せを含み得る。
【００５９】
　様々な実施形態において、前記算出情報は定量的情報を含み得る。
【００６０】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、前記ディスプレイスクリーン上に、数字、
棒グラフ、円グラフ、又はこれらの２つ以上の組合せを含む形態で提示され得る。
【００６１】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、数学的に処理された記録情報を含み得る。
【００６２】
　様々な実施形態において、前記記録情報は、１以上の電極、１以上の超音波トランスデ
ューサ、１以上のセンサ、又はこれらの２つ以上の組合せを含む部品により記録された情
報を含み得る。
【００６３】
　様々な実施形態において、前記数学的処理は、合計、平均化、積分、微分、中央値を見
つける、最大値を見つける、最小値を見つける、又はこれらの２つ以上の組合せを含む処
理を含み得る。
【００６４】
　様々な実施形態において、前記記録情報は、１以上の電極により記録された情報を含み
得る。
【００６５】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、双極子密度情報、表面電荷密度情報、又は
これらの２つ以上の組合せを含む情報を含み得る。
【００６６】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、数学的に処理された双極子密度情報又は表
面電荷密度情報を含み得る。
【００６７】
　様々な実施形態において、前記数学的処理は、合計、平均化、積分、微分、中央値を見
つける、最大値を見つける、最小値を見つける、又はこれらの２つ以上の組合せを含む処
理を含み得る。
【００６８】
　様々な実施形態において、前記記録情報は、１以上の超音波トランスデューサにより記
録された情報を含み得る。
【００６９】
　様々な実施形態において、前記算出情報が心筋収縮能の測定値を表すことができ、前記
算出情報は前記ディスプレイスクリーン上に提示される。
【００７０】
　様々な実施形態において、前記方法は、不都合な収縮能低下を前記算出情報に基づいて
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特定するステップを含み得る。
【００７１】
　様々な実施形態において、前記算出情報が心肥大の測定値を表すことができ、前記算出
情報は前記ディスプレイスクリーン上に提示される。
【００７２】
　様々な実施形態において、前記算出情報は左心房肥大の測定値を表し得る。
【００７３】
　様々な実施形態において、前記方法は、不都合な心肥大を前記算出情報に基づいて認識
するステップを含み得る。
【００７４】
　様々な実施形態において、前記算出情報は患者情報の経時的変化の測定を含み得る。
【００７５】
　様々な実施形態において、前記算出情報は、患者情報の、閾値との比較を含み得る。
【００７６】
　様々な実施形態において、前記方法は、前記閾値を超えたときの前記ディスプレイスク
リーン上での前記算出情報の外観の変化を含み得る。
【００７７】
　様々な実施形態において、前記外観の変化は、色、ボールド体、フォント、サイズ、静
的若しくは動的な表示又はこれらの２つ以上の組合せを含むパラメータの変化を含み得る
。
【００７８】
　様々な実施形態において、前記方法は、前記閾値を超えたときにアラートを作動させる
ステップを含み得る。
【００７９】
　様々な実施形態において、前記方法は、追加の患者情報を前記ディスプレイスクリーン
上に電子的に提示するステップを含み得る。
【００８０】
　様々な実施形態において、前記追加の患者情報は、年齢、性別、人種、身長、体重、患
者のＩＤ、又はこれらの２つ以上の組合せを含む情報を含み得る。
【００８１】
　様々な実施形態において、前記追加の患者情報は、血圧、心拍数、心周期長、パルスオ
キシメトリ、呼吸数、又はこれらの２つ以上の組合せを含む情報を含み得る。
【００８２】
　様々な実施形態において、前記追加の患者情報は定量的情報を含み得る。
【００８３】
　様々な実施形態において、前記方法は、前記定量的情報を前記ディスプレイスクリーン
上に、数字、棒グラフ、円グラフ、グラフ、プロット、又はこれらの２つ以上の組合せを
含むグラフィック要素により示すステップを含み得る。
【００８４】
　様々な実施形態において、前記方法は、少なくとも前記決定されたソース情報に基づい
て患者に治療処置を行うステップを含み得る。
【００８５】
　様々な実施形態において、前記治療処置は前記描示されたソース情報に基づいて行われ
得る。
【００８６】
　様々な実施形態において、前記治療処置は心臓アブレーション処置を含み得る。
【００８７】
　様々な実施形態において、前記心臓アブレーション処置は、少なくとも左心房の組織を
焼灼することを含み得る。
【００８８】
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　様々な実施形態において、前記複数の心臓部位に関するソース情報のデータセットのデ
ィスプレイはユーザインタラクティブディスプレイであり得る。
【００８９】
　様々な実施形態において、前記ユーザインタラクティブディスプレイは、ユーザ入力に
応答して、心臓活動の動的表示を一時停止、開始、及び／又は記録する；少なくとも１つ
の心臓部位に関連するデータ値を記憶、表示又は出力する；前記データセットにより表さ
れる心臓活動に関するグラフィック情報、数値情報又は文字情報を提示する第２のウィン
ドウ又はフレームに関連情報を表示又は出力する；心臓画像にズームインし、心臓画像か
らズームアウトし、及び／又は心臓画像を回転させる；前記心臓画像の一部を分離させる
；心臓画像の断面又はスライスを露出させる；又は、これらのステップの２つ以上の組合
せを行い得る。
【００９０】
　様々な実施形態において、前記関連する情報は、ＥＣＧ、ＥＫＧ又はこれらの両方を含
み得る。
【００９１】
　本発明の様々な態様によれば、心臓情報のグラフィック表示をディスプレイスクリーン
上に提供するように構成及び配置されたシステムが提供される。このシステムは、心臓の
幾何学的情報を受信して、複数の心臓部位を含む心臓の解剖学的モデルを作成するように
構成された第１のレシーバと、ソース情報、フィールド情報、又はこれらの２つ以上の組
合せを含む情報を受信し、且つ、前記複数の心臓部位における心臓活動に対応するソース
情報のセットを決定するように構成された第２のレシーバと、前記複数の心臓部位に関す
るソース情報のデータセットを提供するように構成されたディスプレイスクリーンとを備
えている。
【００９２】
　様々な実施形態において、前記ソース情報は、３次元空間におけるある場所での、３次
元空間における特定の場所とは別個の物理的な単数又は複数の特性を示すデータであり得
る。
【００９３】
　様々な実施形態において、前記ソース情報は、心臓表面上のある点に関して決定された
双極子密度データを含み得る。
【００９４】
　様々な実施形態において、前記ソース情報は、双極子密度情報、表面電荷密度情報、ｐ
Ｈ情報、温度情報、又はこれらの２つ以上の組合せを含み得る。
【００９５】
　様々な実施形態において、前記システムは、前記心臓の幾何学的情報を前記第１レシー
バに提供するように構成された少なくとも１つの超音波トランスデューサを含み得る。
【００９６】
　様々な実施形態において、前記少なくとも１つの超音波トランスデューサは複数の超音
波トランスデューサを含み得る。
【００９７】
　様々な実施形態において、前記複数の超音波トランスデューサは、拡張可能なアレイに
構成及び配置され得る。
【００９８】
　様々な実施形態において、前記システムは、前記第２レシーバにより受信した情報を提
供するように構成された少なくとも１つのセンサを含み得る。
【００９９】
　様々な実施形態において、前記少なくとも１つのセンサは電極を含み得る。
【０１００】
　様々な実施形態において、前記少なくとも１つのセンサは、ｐＨセンサ、温度センサ、
又はこれらの２つ以上の組合せを含み得る。
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【０１０１】
　様々な実施形態において、前記システムは、前記心臓の幾何学的情報を前記第１レシー
バに提供するように構成された撮像装置を含み得る。
【０１０２】
　前記撮像装置は、コンピュータ断層撮影装置、ＭＲＩ装置、超音波装置、多電極マッピ
ングカテーテル、マルチトランスデューサ撮像カテーテル、例えば、超音波トランスデュ
ーサのアレイを含む撮像カテーテル、又はこれらの２つ以上の組合せを含み得る。
【０１０３】
　様々な実施形態において、前記システムの前記複数の心臓部位に関するソース情報のデ
ータセットのディスプレイはユーザインタラクティブディスプレイであり得る。
【０１０４】
　様々な実施形態において、前記システムのユーザインタラクティブディスプレイは、ユ
ーザ入力に応答して、心臓活動の動的表示を一時停止、開始、及び／又は記録する；少な
くとも１つの心臓部位に関連するデータ値を記憶、表示又は出力する；前記データセット
により表される心臓活動に関するグラフィック情報、数値情報又は文字情報を提示する第
２のウィンドウ又はフレームに関連情報を表示又は出力する；心臓画像にズームインし、
心臓画像からズームアウトし、及び／又は心臓画像を回転させる；前記心臓画像の一部を
分離する；心臓画像の断面又はスライスを露出させる；又は、これらのステップの２つ以
上の組合せを行い得る。
【０１０５】
　様々な実施形態において、前記システムの関連する情報は、ＥＣＧ、ＥＫＧ又はこれら
の両方を含み得る。
【０１０６】
　様々な実施形態において、前記システムは、前記ディスプレイ上に提示された前記ソー
ス情報に基づいて患者を治療するように構成された治療装置を含み得る。
【０１０７】
　様々な実施形態において、前記治療装置はアブレーションカテーテルであり得る。
【０１０８】
　本発明の態様によれば、心臓情報表示方法が、本明細書に図示され且つ図面を参照して
記載されたように提供される。
【０１０９】
　本発明の態様によれば、心臓情報表示システムが、本明細書に図示され且つ図面を参照
して記載されたように提供される。
【０１１０】
　本発明は、添付図面及び付属の詳細な説明を参照すると、より明白になるであろう。本
明細書に記載される実施形態は、限定としてではなく例として提供されており、類似の参
照番号は同一又は類似の要素を示す。図面は必ずしも等尺ではなく、その代わりに、本発
明の態様を示すことを重視している。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の態様による、少なくとも１つの心腔の双極子密度ｄ（ｙ）及び／又は表
面電荷密度ρ（Ｐ’，ｔ）のデータベーステーブルを決定するための装置の一実施形態の
ブロック図である。
【図２】本発明の態様による、少なくとも１つの心腔の双極子密度及び／又は表面電荷密
度ρ（Ｐ’，ｔ）のデータベーステーブルを決定するための好ましい方法の一実施形態の
フローチャートである。
【図３】本発明の態様による、　立体角ω（ｘ，ｙ）（ωは上に点有）を利用して少なく
とも１つの心腔の双極子密度及び／又は表面電荷密度ρ（Ｐ’，ｔ）のデータベーステー
ブルを決定するためのシステムの一実施形態の概略図である。
【図４】本発明の態様による、双極子密度及び／又は表面電荷密度のデータベーステーブ
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ルを決定するための、及び、これらの密度情報を表示するためのシステムの例示的な実施
形態である。
【図５Ａ】本発明の態様による、診断カテーテルのシャフトによりスライド式に収容され
るアブレーションカテーテルを含む、患者を治療するためのシステムの遠位部の斜視図で
ある。
【図５Ｂ】本発明の態様による、図５Ａのシステムの、患者を治療するためにアブレーシ
ョンカテーテルが曲げられた状態の斜視図である。
【図５Ｃ】本発明の態様による、双極子密度及び／又は表面電荷密度のデータベースを決
定するためのシステムの遠位部の斜視図である。
【図６】本発明の態様による、図４のシステムの一部を形成しているコンピュータアーキ
テクチャの例示的な実施形態である。
【図７】本発明の態様による、表面電荷密度を決定及び記憶する方法の例示的な実施形態
である。
【図８】本発明の態様による、双極子密度を決定及び記憶する方法の例示的な実施形態で
ある。
【図９】本発明の態様による、双極子密度及び／又は表面電荷密度を表示する方法の例示
的な実施形態である。
【図１０】本発明の態様による、１以上のディスプレイ上に生成されることができる双極
子密度情報及び／又は表面電荷密度情報のユーザインタフェースディスプレイの例示的な
実施形態である。
【図１１】本発明の態様による、１以上の装置上に生成されることができる双極子密度情
報及び／又は表面電荷密度情報のユーザインタフェースディスプレイの別の実施形態であ
る。
【図１２】本発明の態様による、心臓表面の幾何学的形状を含む心臓のモデルを作成する
方法の例示的な実施形態である。
【発明を実施するための形態】
【０１１２】
　以下に、様々な例示的な実施形態を、幾つかの例示的実施形態を示す添付図面を参照し
つつ、より詳細に記載する。しかし、本発明の概念は多くの異なる形態で具現化され得る
のであり、本明細書に記載される例示的実施形態に限定されると解釈されるべきではない
。
【０１１３】
　様々な要素を説明するために、「第１の」、「第２の」などの用語を本明細書で使用す
るが、これらの要素がこれらの用語により限定されるべきではないがことが理解されよう
。これらの用語は、１つの要素を別の要素と区別するために使用されるのであり、要素の
順序付けが要求されることを意味するものではない。例えば、第１の要素を第２の要素と
称しても、同様に、第２の要素を第１の要素と称してもよく、発明の範囲から逸脱するこ
とはない。本明細書で使用する用語「及び／又は」(“and/or”)は、関連して記載される
要素の１以上の任意の及び全ての組合せを含む。
【０１１４】
　１つの要素が別の要素「の上に」あり、又は、別の要素に「接続され」若しくは「連結
され」ていると表現されている場合、１つの要素がその他の要素の直接上にあっても、又
は、その他の要素に直接接続され若しくは直接連結されていてもよく、あるいは、介在要
素が存在してもよい。これとは対照的に、１つの要素が別の要素の「直接上に」あり、又
は、別の要素に「直接接続され」又は「直接連結され」ていると表現されている場合、介
在要素は存在しない。要素間の関係を説明するのに用いられるその他の語句も同様に解釈
されるべきである（例えば、「～の間に」に対して「～の間に直接」、「隣接して」に対
して「直接隣接して」など）。
【０１１５】
　本明細書で使用する用語は、特定の実施形態を説明するためのものに過ぎず、本発明を
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限定することを意図されてはいない。本明細書で使用する場合、単数形の「１つの」(“a
”)， (“an”)、及び、「その」(“the”)は、文脈上そうでないことが明白でない限り
、複数形もまた含むことが意図されている。さらに、用語「含む」(“comprises”，“co
mprising”，“includes”及び／又は“including”)は、本明細書で使用する場合、記載
された特徴、工程、操作、要素、及び／又は部品の存在を明記するものであるが、１以上
のその他の特徴、工程、動作、要素、部品及び／又はそれらの群の存在又は追加を排除す
るものではないことが理解されよう。
【０１１６】
　空間に関する用語、例えば、「の真下に」、「の下に」、「より下」、「より上」、「
上方」などは、例えば図面に示されているような、１つの要素及び／又は特徴の、別の要
素及び／又は特徴（単数又は複数）に対する関係を説明するために用いられ得る。空間に
関する用語が、図面に示されている向きに加え、使用中及び／又は動作中の装置の様々な
向きを含むことを意図されていることが理解されよう。例えば、図面中の装置の向きが逆
転された場合、その他の要素又は特徴物「より下に」及び／又は「の真下に」と記載され
た要素は、その他の要素又は特徴物「より上」の向きになろう。装置が、それ以外の向き
に向けられる（例えば、９０度又はその他の向きに回転される）場合もあり、これに応じ
て、本明細書で使用する、空間に関する用語が解釈される。
【０１１７】
　機能的な特徴、操作、及び／又は工程が本明細書に記載され、あるいはその他の方法で
本発明の概念の様々な実施形態の範囲内に含まれていると理解される限り、これらの機能
的な特徴、操作、及び／又は工程を、機能的なブロック、ユニット、モジュール、操作及
び／又は方法で具現化できる。また、これらの機能的なブロック、ユニット、モジュール
、操作及び／又は方法はコンピュータプログラムコードを含み、このようなコンピュータ
プログラムコードは、コンピュータ可読媒体、例えば、非一時的メモリ及び媒体に記憶さ
れることができ、すなわち、少なくとも１つのコンピュータプロセッサにより実行可能で
ある。
【０１１８】
　本明細書で使用する用語「対象者」及び「患者」は、任意の動物、例えば、哺乳類（家
畜、ペット、及び、好ましくは人間など）を意味する。「対象者」及び「患者」の具体的
な例は、医学的支援、診断、及び／又は治療を必要とする個人（例えば、心房細動（ＡＦ
）等の不整脈を有する患者）を含むが、これらに限定されない。
【０１１９】
　表面電荷密度とは、単位面積（ｃｍ２）あたりの表面電荷（クーロン）を意味する。双
極子自体は中性元素であり、一部が正電荷を含み、その他の部分が、これと同等であるが
負の電荷を含む。双極子又は表面電荷マップは電圧マップよりも細胞膜の電気的性質を良
好に表すと考えられよう。なぜなら、生物学的環境においてはイオン電荷が巨視的に分離
されないからである。
【０１２０】
　用語「マップ」及び「マッピング」は、「電気マップ」、「電気マッピング」、「解剖
学的マップ」、「解剖学的マッピング」、「装置マップ」及び「装置マッピング」を含み
得る。これらの各々を以下に定義する。
【０１２１】
　用語「電気マップ」及び「電気マッピング」は、電気的情報（例えば、本発明の１以上
の電極により記録される電気的情報）を記録、処理、及び／又は、表示することを含む。
この電気的情報は、心臓又はその他の組織の電圧測定値、心臓又はその他の組織の双極電
位図及び／又は単極電位図、心臓又はその他の組織の表面電荷電データ、心臓又はその他
の組織の双極子密度データ、心臓又はその他の組織の単相性活動電位、及びこれらの組合
せを含むがこれに限定されない。
【０１２２】
　用語「解剖学的マップ」及び「解剖学的マッピング」は、解剖学的情報（例えば、本発
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明の１以上の超音波トランスデューサ及び／又は本発明の１以上の電極により提供される
解剖学的情報）を記録、処理、及び／又は、表示することを含む。この解剖学的情報は、
組織（例えば心臓の１以上の室）の２次元又は３次元表示、組織壁厚、例えば、心房又は
心室壁の厚さ、２つの組織表面間の距離、及びこれらの組合せを含むがこれに限定されな
い。幾つかの実施形態において、双極子密度マップが、例えば米国特許第８，５１２，２
５５Ｂ２号公報に記載されているように、複数の電極及び複数の超音波トランスデューサ
により提供された情報を用いて提供される。
【０１２３】
　用語「装置マップ」及び「装置マッピング」は、装置距離情報を記録、処理、及び／又
は、表示することを含む。装置距離情報は、例えば、装置又は装置部品と別の物体（例え
ば、組織又は別の装置若しくは装置部品）との距離を含む情報である。
【０１２４】
　用語「患者情報」は、患者に関する生理的情報又はその他の情報を含み得る。これらの
情報は、患者の心臓又は患者のその他の部位に関する、本明細書で定義したようなソース
情報及びフィールド情報を含むがこれらに限定されない。患者情報は、１以上のセンサに
より生成された記録から導出されるか又は他の方法でこれらの記録に基づいて得られる情
報を含み得る。センサは、例えば本発明の１以上の電極、超音波トランスデューサ、及び
／又は他のセンサである。患者情報は、数学的に処理された患者情報、例えば、合計、平
均化、積分、微分され、及び／又は、新しい患者情報を生成するためにその他の方法で数
学的に処理された患者情報を含み得る。患者情報は、患者の人口統計学的情報を含み得る
、これらは、年齢、性別、人種、身長、体重、及び、患者のＩＤ（例えば、病院によって
患者に割り当てられるＩＤ）を含むがこれらに限定されない。
【０１２５】
　用語「心臓情報」は、患者の心臓に関する患者の生理的及びその他の情報を含み得る。
これらの情報は、患者の心臓及び／又は心臓活動に関する、本明細書で定義したようなソ
ース情報及びフィールド情報を含むがこれらに限定されない。
【０１２６】
　本発明のシステム及び装置は、１以上のセンサ又はトランスデューサ、例えば、電極及
び超音波トランスデューサを含む。様々な実施形態において、電極いずれの一対も、距離
情報（例えば、電極のその一対間の距離、又は、電極の１つと１以上の付近の部品（例え
ば、前記１対の電極の一方又は両方から既知の距離にある部品）との間の距離）を提供す
るように構成及び配置されることができる。既知の分離距離を有する電極間の電気信号を
送達及び記録することにより、信号を、１以上の既知の分離距離（例えば、予め決められ
た距離にある剛性構造物に固定的に取り付けられた２つの電極間の分離距離）に従って処
理及び／又は較正できる。較正された信号値を、電極の一対の隣り合う組にわたって組み
合わせることができ、それにより、その分離距離が未知の電極のいずれの一対（例えば、
システムのいかなる１以上の装置上のいずれの任意の電極対）間の距離も正確に推定でき
る。既知の算出された分離距離を「参照」電極として用いて組み合わせ、それにより、１
以上の「マーカ」電極（例えば、本発明の、又は別の若しくは外部の装置上に配置され、
且つ、本発明付近に配置された電極）の未知の位置を三角測量できる。三角測量のプロセ
スを用いて、任意の又は全ての電極の多次元位置を、個々にでも、及び／又は、多次元空
間における複合体としても動的に特定できる。様々な距離測定技術を用いることができる
。
【０１２７】
　また、任意の又は全ての電極を、電気エネルギー（例えば高周波エネルギー）を送達す
るために用いることができる。
【０１２８】
　図１～図１２は、患者又は対象物の心臓活動から双極子（又は表面電荷）密度を決定す
るために用いられ得る装置、システム、及び方法の実施形態を示す。しかし、本発明はこ
れらの特定の構成に限定されない。記載された説明は、概して「双極子密度」に関するも
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のであるが、特に明記しない限り、これに加え、又は代替として表面電荷密度も含むと解
釈されるべきことが当業者に理解されよう。
【０１２９】
　ここで図１を参照すると、双極子及び／又は表面電荷密度システムの実施形態のブロッ
ク図が示されている。このシステムは、患者の少なくとも１つの心腔の双極子密度及び／
又は表面電荷の密度のデータベーステーブルを決定するように構成された装置１００を含
む。
【０１３０】
　装置１００は、複数のレシーバ（受信機）、例えば、レシーバ（１），（２）・・・（
ｎ）を含み得る。これらのレシーバは、１種類以上の情報を、患者、関連するシステム、
及び／又はその他のセンサから受信するように構成されている。この実施形態において、
装置１００は第１のレシーバ１１０を含み、第１レシーバ１１０は、別個の装置、例えば
、多電極マッピングカテーテル（例えば、患者の心臓の室内にて循環血液中に配置される
）を含む装置から電位を受け取るように構成されている。装置１００は、さらに、第２の
レシーバ１２０を含み得る。第２レシーバ１２０は、心臓の幾何学的情報（例えば、心室
壁の幾何学的輪郭）を測定機器などから受信するように構成されている。これらの測定機
器は、コンピュータ断層撮影（トモグラフィ）、ＭＲＩ、超音波、多電極マッピングカテ
ーテル、マルチトランスデューサ撮像カテーテル（例えば、超音波トランスデューサのア
レイを含む撮像カテーテル）、及びこれらの組合せを含むがこれらに限定されない。幾つ
かの実施形態において、第１レシーバ１１０は、心臓の室に配置された電極のアレイから
情報を受信し、第２レシーバ１２０は、超音波トランスデューサのアレイ（これもまた心
臓の室に配置されている）から情報を受信する。これらの実施形態において、電極及び超
音波トランスデューサは、図５Ａ又は図５Ｃを参照しつつ以下に記載するような単一の展
開可能なバスケット又はその他の拡張可能な組立体に含まれ得る。あるいは、又は加えて
、心臓のモデル（例えば、心室の幾何学的形状を含むモデル）を表す標準的な幾何学的形
状をロードできる。幾つかの実施形態において、レシーバ、例えばレシーバ（ｎ）を設置
でき、それにより、装置１００が、「ソース情報」を収集する電極又はその他のタイプの
センサ（例えば、温度センサ又はｐＨセンサ）から情報を受信することを可能にする。本
明細書で用いる用語「ソース情報」とは、３Ｄ空間内のある場所での、３Ｄ空間内の特定
の場所とは別個の物理的特性（単数又は複数）を表すデータである。これとは対照的に、
本明細書で用いる用語「フィールド情報」とは、３Ｄ空間内のある場所での、３Ｄ空間に
わたり延在する連続体の物理的特性を表すデータである。
【０１３１】
　装置１００は、さらに、数学的処理素子を含む双極子密度モジュール１３０を含む。数
学的処理素子は、例えば、コンピュータ又はその他の電子モジュールであり、少なくとも
１つのコンピュータプロセッサにより実行されたときに数学的又はその他の計算を行うた
めのソフトウェア及び／又はハードウェアを含む。双極子密度モジュール１３０は、第１
レシーバ１１０から、電気的マッピング情報及び／又はその他の情報（本文以下「マッピ
ング情報」）を受信し、また、心臓の幾何学情報を第２レシーバ１２０から受信する。双
極子密度モジュール１３０は、好ましくは、１以上のアルゴリズムを使用して、受け取っ
たマッピング情報及び幾何学的情報を相互に関連付け、且つ／又はその他の方法で処理し
、それにより、双極子密度及び／又は表面電荷密度のデータベーステーブル（例えば、１
以上の心周期の１以上の位相を示す複数の順次データセットを含む）を生成する。幾つか
の実施形態において、双極子及び／又は表面電荷密度情報（又はその他のソース情報）は
、少なくとも１秒毎に１回更新される。その他の実施態様において、双極子密度情報（又
はその他のソース情報）は、少なくとも１０秒毎に１回更新される。こうして、双極子密
度モジュール１３０は、双極子密度、表面電荷密度又はこれらの両方のデータベース又は
データベーステーブルを作成するように構成され得る。
【０１３２】
　幾つかの実施形態において、心腔の幾何学モデルは、双極子密度モジュール１３０によ
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り処理されて、複数の小さい多角形（例えば、複数の小さい三角形又はその他の多角形（
例えば、台形、正方形、長方形、五角形、六角形、八角形など）（本文以下、まとめて「
三角形」と称する））にされる。三角形又は他の多角形が十分に小さい場合、各三角形に
おける双極子及び／又は表面電荷密度が一定であるとみなし得る。好ましい実施形態にお
いて、直径４ｃｍ～６ｃｍの標準的な心腔が、１０００個を超える三角形に分割される。
別の好ましい実施形態では、双極子密度モジュール１３０により決定される三角形の個数
は心腔の寸法に基づく。電極が心腔内に、電気生理学専門医などの医師により配置された
状態で各電極の電位が記録される。各三角形は、対応する電極により所定の立体角で見ら
れる。
【０１３３】
　本明細書で用いる用語「立体角」は、観察位置ｘと心臓壁上の三角形とにより囲まれた
角度である。位置ｘから見ると、真直線が点ｘから三角形の境界まで引かれ、半径ｒ＝１
で中心がｘの球が構成される。そしてこの真直線は、球の面上に球面三角形を画成する。
立体角は、その対象物の、点ｘを中心とする球上への投影面積に比例している。
【０１３４】
　双極子密度モジュール１３０は、位置ｙにおける各三角形に対して多電極カテーテル上
の位置ｘの各電極が成す
【数１】

　を算出する。三角形の双極子密度をｄ（ｙ）とすると、

【数２】

　にｄ（ｙ）を乗算して、多電極カテーテル上の位置ｘにおける電位Ｖ（ｘ）が得られる
。測定される総電位Ｖ（ｘ）は、全ての三角形から得られる総和である。詳細な説明を、
図３に関して以下に述べる。
【０１３５】
　幾つかの実施形態において、双極子密度モジュール１３０は、作成される双極子密度の
データベースの空間及び／又は時間分解能を向上させるために、修正及び／又は改良可能
な進行アルゴリズムを実行できる。双極子密度ｄ（ｙ）は線形方程式系を解くことにより
得られる。この計算には、数値不安定性を回避するための幾らかの注意が必要である。そ
れにより、双極子密度及び／又は表面電荷密度のマップを、対応する時間間隔で作成でき
る。マップの合成により、対応する各心拍（本明細書にて「心周期」とも称する）の一連
の活性化シーケンスが生成され、これを使用することで、電気的活動、不整脈の発生源を
特定でき、且つ／又は、心臓病の診断ができる。
【０１３６】
　使用する測定電極は、心腔内の血流中に、数学的解析が十分に適用可能なように比較的
均一な状態で配置され得る。好ましい実施形態において、皮膚電極もまた装着され、それ
により、双極子密度モジュール１３０は、皮膚電極から受信した情報を利用して、心臓壁
の双極子密度を計算及び／又は再計算できる。侵襲的な（すなわち心腔内に配置される）
多電極電位測定により得られる空間分解能は、任意の心腔、例えば左心房（ＬＡ）内に配
置され得る電極の個数と相関する。皮膚配置電極、例えば、胸郭上に配置される電極は空
間的に制限されず、双極子密度の算出を強化するために使用できる。胴体上の既知の部位
の皮膚電極から測定された電気情報の使用（独立の補完情報を双極子層の反対側から追加
する）により、双極子及び／又は表面電荷密度の算出精度を、心腔内に配置した電極から
得られる情報と比較して高めることができる。
【０１３７】
　主に身体の構造が不均一なため、皮膚電極により測定された電位の実際の発生源の位置
特定は困難である。非常に複雑な境界値の問題を、境界状態が曖昧な状態で解決しなけれ
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ばならず、体表面心電図ＥＣＧ（のみ）から「活動電位」を測定する過去の試みはそれほ
ど成功していない。境界値の画定が不正確である問題を、本発明の心室挿入式多電極アレ
イによる追加の測定（皮膚電極による測定に追加）により回避できる。小さい正弦波電圧
Ｖｌが、心臓内の電極アレイ上の各電極ｌ＝１，・・・Ｌに印加され、得られる電圧Ｗｋ

，ｋ＝１，・・・Ｋが表面電極で測定される。これにより、ＫｘＬ遷移行列Ａｋｌが得ら
れる。
【数３】

【０１３８】
　立体角の算出により、電極アレイ電位Ｖｌと、心臓壁のＮ個の領域の双極子密度ｄｎ，

ｎ＝１，・・・Ｎとの間の線形変換値Ｂｌｎが得られる、

【数４】

　Ｎは、Ｎ＝Ｋ＋Ｌとなるように選択され、Ｋは表面電極の個数、Ｌは内部に配置された
アレイ電極の個数である。
【０１３９】
　式（２）を（１）に代入すると、
【数５】

　となる。
【０１４０】
　従って、Ｋ＋Ｌの電極の全てに対し心臓活動の電位測定を同時に行うことにより、心臓
壁のＮ個の領域のＮ＝Ｋ＋Ｌの双極子密度を算出できる。この方法により、Ｌ個のアレイ
電極のみの場合よりも高い空間分解能が得られる。線形方程式系（２）＋（３）の解にお
いて、数値不安定性を回避するために、正則化法（例えばチホノフ正則化法及びその改変
版）を用いなければならない。
【０１４１】
　幾つかの実施形態において、その他のタイプの情報、例えば、温度センサ（例えば、熱
電対）から温度を、又は、ｐＨセンサからｐＨを得ることができる。データが記録されて
いるときに、関連するセンサを心臓の面に沿った複数の場所に配置できる。モジュール１
３０を用いて、センサにより提供された記録を解剖学的情報に相関させることができる。
【０１４２】
　ここで図２を参照すると、患者の少なくとも１つの心腔の双極子密度（及び／又は表面
電荷密度）のデータベーステーブルを決定するための好ましい方法の一実施形態が示され
ている。ステップ１０において、多電極アレイカテーテル装置が、対応する心腔内に配置
される。ステップ２０において、対応する心腔の幾何学的形状を含む心臓のモデルが作成
される（すなわち、電子的に作成される）。幾つかの実施形態において、心臓のモデルは
、多電極アレイの位置に関連付けて作成される。幾つかの実施形態において、心臓のモデ



(19) JP 6739346 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

ルは、１以上の心室の幾何学的形状を含む静的モデルを含み、この静的モデルは、心周期
における１つの特定の基準点（例えば、心収縮末期又は心拡張末期の時間的付近）での幾
何学的形状を示す。静的心臓モデルの幾何学的形状は、単一の画像を含むことができ（例
えば１回作成され）、あるいは、経時的に更新され得る（例えば、複数の連続的又は非連
続的な心周期における同一基準点での心室の幾何学的形状情報を捕捉することにより更新
される）。幾つかの実施形態において、静的心臓モデルは、少なくとも３０分毎に１回更
新される。あるいは、又は加えて、心臓のモデルは動的モデル（「拍動心臓モデル」とも
称する）を含む。動的モデルは、単一の心周期の複数の基準点における心臓の幾何学的形
状（すなわち、１回の心拍に対する複数の画像）を含むことができ、又は、経時的に更新
され得る（例えば、複数の心拍にわたる心周期において類似の基準点で画像のセットを捕
捉することにより）。幾つかの実施形態において、動的心臓モデルは、少なくとも１秒に
つき３０回更新される（例えば、１秒につき３０フレームの動画で心腔の連続画像を提供
するため）。その他の実施態様において、動的心臓モデルは、少なくとも１００ミリ秒毎
に１回、少なくとも１秒毎に１回、少なくとも１分毎に１回、又は、少なくとも３０分毎
に１回更新される。幾つかの実施形態において、ソース情報及び／又はフィールド情報は
、少なくとも１秒につき３０回（例えば、変化するソース情報及び／又はフィールド情報
の連続画像を１秒につき３０フレームの動画で提供するために）更新される。その他の実
施態様において、ソース情報及び／又はフィールド情報は、少なくとも１００ミリ秒毎に
１回、少なくとも１秒毎に１回、少なくとも１分毎に１回、又は、少なくとも３０分毎に
１回更新される。
【０１４３】
　幾つかの実施形態において、心腔の幾何学的形状は、心腔内に配置された同一のカテー
テル装置又は別個のカテーテル装置から画像形成センサ（例えば超音波センサ）により提
供される。あるいは、又は加えて、心腔の幾何学的形状を含む心臓のモデルが、患者の外
部の撮像装置（例えば、蛍光透視鏡（フルオロスコープ）、コンピュータ断層撮影装置、
超音波撮像装置、ＭＲＩ）により提供される情報から、電極の多電極アレイが心腔内に設
置される前及び／又は後に作成される（すなわち、電子的に作成される）。対応する心腔
モデルの形状の表面が、小さい三角形、典型的には、少なくとも１０００個の小さい三角
形に分割され得る。
【０１４４】
　ステップ３０において、双極子密度ｄ（ｙ）を、測定された電位値、及び、算出された
立体角から算出できる（すなわち、電子的に決定される）。測定は、十分な分解能を経時
的に得られるように、心周期中に連続的に繰り返され得る。双極子密度の時間依存情報を
、所与の心拍に関する対応する心腔の活性化（興奮）マップとして示すことができる。こ
の情報を利用して、心臓病又は心疾患、例えば、心房細動又は他の心不整脈の患者を診断
及び／又は治療できる。あるいは、又は加えて、ステップ３０にて表面電荷密度を算出で
きる。いずれの場合にも、ステップ３０にて、双極子密度及び／又は表面電荷密度をデー
タベース又はデータベーステーブルに記憶できる。
【０１４５】
　様々な実施形態において、この情報を利用して、不整脈を治療するための損傷（損傷パ
ターン）(lesion)形成のための心臓壁治療部位を決定できる。損傷パターンは、例えば、
左心房又は右心房に、ＲＦ、マイクロ波、レーザ、超音波、及び／又は低温アブレーショ
ンカテーテルにより形成される。幾つかの実施形態において、多電極マッピングアレイを
心室に配置し、双極子密度を心室壁に関して決定し、これにより、例えば、虚血を検出し
、又は、心筋機能を定量化できる。
【０１４６】
　ここで図３を参照すると、患者の少なくとも１つの心腔の双極子密度及び／又は他の情
報のデータベーステーブルを決定するためのシステムの一実施形態が示されている。
【０１４７】
　システム３００が装置１００を含む。装置１００は、上述したように、双極子密度ｄ（
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ｙ）のデータベース（又はテーブル）を、心腔内の電位測定値、及び、心腔に関する画像
情報に基づいて作成するように構成され得る。あるいは、又は加えて、装置１００を、そ
の他の情報（例えば、心臓表面における表面電荷密度、温度及び／又はｐＨレベルに関す
るその他の局所情報）のデータベースを作成するようにも構成し得る。システム３００は
、さらに、撮像（イメージング）ユニット２２０を含む。撮像ユニット２２０は、装置１
００により提供された情報に関して心腔の２次元画像又は３次元画像を提供するように構
成されている。撮像ユニット２２０は、イメージング技術の例としての蛍光透視鏡（フル
オロスコープ）、コンピュータ断層撮影、ＭＲＩ、及び／又は超音波撮像の少なくとも１
つを実行できる。撮像ユニット２２０は、メッシュ解析（例えば、三角形、多角形などを
用いた）が可能であるように、心室のどのような形態の実在モデル又は仮想モデルも生成
できる。
【０１４８】
　システム３００は、さらに、シャフト３１１を含むマッピングカテーテル３１０を含み
、シャフト３１１は、患者の心腔、例えば左心房（ＬＡ）に挿入されているように図示さ
れている。シャフト３１１の近位端にハンドル３１２が設けられている。シャフト３１１
の遠位端にはアレイ３１５が設けられ、アレイ３１５は、局所情報及び／又はフィールド
情報を記録するように構成された複数の電極３１６及び／又は複数のその他のセンサを含
む。アレイ３１５はバスケット構造で示されているが、その他の多くの構成も用いられ、
これらは例えば、複数の独立のアーム、螺旋状アレイ、電極、超音波センサ、及び／又は
、その他の、センサで覆われたバルーン、並びに、複数のセンサ及び／又はトランスデュ
ーサを２次元又は３次元配列するように構成されたその他の構成を含む。好ましい実施形
態において、多次元アレイの電極又はその他のセンサを有するどのようなカテーテルも、
装置１００にマッピング情報又はその他の情報を供給するために使用され得る。あるいは
、又は加えて、様々な実施形態において、電極及び／又はセンサは、その他のタイプの「
ソース情報」（例えば、温度及びｐＨ）を検出するためのセンサを含み得る。ハンドル３
１２が１以上の制御部を含み得る。これらは図示されていないが、例えば、シャフト３１
１を操縦するための、及び／又は、アレイ３１５の１以上のセンサ又はトランスデューサ
を制御するための、例えば１以上の電極３１６を活性化するための１以上の制御部である
。
【０１４９】
　幾つかの実施形態において、カテーテル３１０は、１以上のタイプの撮像トランスデュ
ーサ、例えば、カテーテル３１０又はアレイ３１５に組み込まれた超音波トランスデュー
サ（ＵＳＴ）を含み得る。これに関し、図５Ａのカテーテル５００又は図５Ｃのカテーテ
ル５００’を参照しつつ以下に説明する。このような撮像トランスデューサを用いて撮像
情報を得ることができ、それにより、心臓の画像を、撮像ユニット２２０と連動して、生
成、維持、更新、及び／又は増大し得る。
【０１５０】
　電極３１６は、ハンドル３１２を通ってケーブル３１７まで近位方向に延在するワイヤ
（図示せず）に接続されている。ケーブル３１７は、マッピングユニット２１０（例えば
心電図（ＥＣＧ）ユニット）に電気的に接続されている。マッピングユニット２１０は、
情報（例えば、電極３１６により記録される電位、及び、双極子密度、又は、装置１００
により生成されるその他の情報）を表示するためのモニタを含む。別の実施形態において
、装置１００は、さらにモニタ（図示せず）を含む。モニタは、双極子密度情報、表面電
荷情報、電極３１６により記録される電位、１以上のセンサ（例えば１以上の温度及び／
又はｐＨセンサ）により記録される情報、並びに、心室の輪郭及びその他の幾何学的情報
の１以上を表示するように構成されている。好ましい実施形態において、双極子密度及び
／又は記録された電位情報が、カテーテル３１０が挿入されている心腔の多次元表示に関
連して示される。別の実施形態において、撮像ユニット２２０は、センサアレイカテーテ
ル、例えば、図３のカテーテル３１０、図５Ａのカテーテル５００、図５Ｃのカテーテル
５００’から記録された信号から心室の画像を形成するように構成された装置を含み得る
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。
【０１５１】
　システム３００は、不整脈を治療するための装置、例えばアブレーション源２３０を含
むことができ、アブレーション源２３０は、ケーブル３１８を介して電極３１６に電気的
に取り付けられる。あるいは、又は加えて、アブレーション源２３０は別のアブレーショ
ンカテーテルに（例えば、ワイヤ、流体送達チューブ、及び／又は光ファイバを介して）
動作可能に取り付けられ得る。このアブレーションカテーテルは、例えば、ＲＦエネルギ
ー、マイクロ波エネルギー、レーザエネルギー、超音波エネルギー、低温エネルギー若し
くはその他の組織破壊エネルギーを供給するように構成された、単一又は複数アブレーシ
ョン要素のカテーテルである。
【０１５２】
　図３に示されているように、装置１００により画成された三角形Ｔ１が位置Ｙにある。
アレイ３１５が、複数の電極３１６、例えば、位置Ｘに配置された電極３１６ａを含む。
三角形Ｔ１と位置Ｘとの間の幾何学的関係は、立体角である

【数６】

　により定義される。装置１００は双極子密度モジュール１３０を含む。モジュール１３
０は、位置ｙの各三角形において
【数７】

　に双極子密度ｄ（ｙ）を乗算し、アレイ３１５の各電極上の位置ｘにおける電位Ｖ（ｘ
）を得る。
【数８】

　は、以上に定義したように、位置ｙにおける三角形、及び、多電極アレイ３１５上の位
置ｘにおける電極に対応している。装置１００の双極子密度モジュール１３０は、所望の
双極子密度ｄ（ｙ）を、測定された総電位Ｖ（ｘ）（装置１００により画成された全三角
形から得られた総和）から決定する。
【０１５３】
　十分な個数（例えば１０個～１０，０００個）の電位値Ｖ（ｘ）が測定されたならば（
電位値の測定数が多ければ、より正確な、及び／又は、空間的に詳細な結果を提供）、心
臓壁上の多くの均一分布領域ｙにおける双極子密度ｄ（ｙ）が、線形方程式系を解くこと
により算出される。測定電位の補間（例えばスプラインを使用）により、計算で使用する
領域の電位値測定数を増大できる。ある領域の

【数９】

　は、心臓壁上のその領域における個々の三角形の立体角の総和である。このような双極
子密度の算出は、例えば、双極子密度モジュール１３０の少なくとも一部を形成している
自動コンピュータプログラムを介して行われる。
【０１５４】
　幾つかの実施形態において、この算出結果は、視覚的、解剖学的な、例えば、双極子密
度を時間（ｔ）に関して心臓壁の幾何学的画像上に示すフォーマットで表示される。この
フォーマットにより、電気生理学医などの医師が心臓壁上の活性化シーケンス（興奮順序
）を決定でき、それにより、例えば心臓不整脈のための治療部位を決定できる。この結果
は、マッピングユニット２１０のディスプレイ、又は、別個のユニット、例えば、装置１
００に含まれるディスプレイに示され得る。ディスプレイは図示されていないが、好まし
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くはカラーモニタである。好ましい実施形態において、本発明の装置は、少なくとも１つ
のプロセッサにより実行可能なソフトウェアプログラムとして実装されるか、又はこのよ
うなソフトウェアプログラムを含む。ソフトウェアプログラムは、ＥＣＧシステム、心臓
組織アブレーションシステム、イメージングシステム、コンピュータ、及びこれらの組合
せの１以上の中に組み込まれ得る。
【０１５５】
　幾つかの実施形態において、多電極カテーテル３１０は、少なくとも１０個の電極３１
６及び／又はその他のセンサを含む。これらの電極又はセンサは、心臓の多次元表示に関
する局所情報及び／又はフィールド情報を提供するように構成されている。電極３１６は
、好ましくは球形状に、例えばバスケットカテーテルで形成された球形状に配置される。
楕円形の電極アレイ形状（例えば、ミネソタ州セントポールのセントジュードメディカル
社(St Jude Medical)により製造されたエンサイトアレイカテーテル(Ensite Array Cathe
ter)で提供されるような形状）を使用できる。別の実施形態においては、複数のカテーテ
ルを心腔に挿入して多電極を設置する。
【０１５６】
　幾つかの実施形態において、多電極マッピングアレイの電極３１６は、双極子密度決定
法中に再配置（位置変更）される。アレイ３１５の電極３１６及び／又はその他センサ若
しくはトランスデューサの再配置は、電極３１６の位置が既知の場合、電位値測定数を増
やすために有益であり得る。従って、再配置は、多電極マッピングアレイ３１５に関連す
る幾何学的マップの調整に従う。
【０１５７】
　幾つかの実施形態において、アレイ３１５は、さらに、本明細書にて様々に記載される
ように、１以上のトランスデューサ、例えば１以上の超音波トランスデューサ（ＵＳＴ）
を含む。また、幾つかの実施形態において、アレイ３１５は、電極３１６の代替として、
又はこれに加えて、非電極センサ、例えば、温度センサ及び／又はｐＨセンサを含み得る
。
【０１５８】
　図４は、システム４００の例示的な実施形態を示す。システム４００は、例えば上記の
システム３００の実施形態として、患者の少なくとも１つの心腔の双極子密度及び／又は
表面電荷密度のデータベーステーブルを決定するように構成されている。すなわち、シス
テム４００は、システム３００の幾分簡略化されたバージョンとみなすことができ、心臓
活動を表す電圧測定値を用いて双極子密度及び／又は表面電荷密度を決定するための方法
を説明するために用いられる。システム４００は、患者４５０、例えば人間の心臓４５２
の活動をマッピングするために用いられ得る。表面電荷密度のマップ（例えば、表面電荷
密度の分布）を生成するために、所与の心腔の幾何学的形状が、本明細書に記載するよう
な様々な方法のいずれによっても測定され又は得られる。様々な実施形態において、心室
の多次元形状を、現在利用可能で一般的なマッピングシステム（いわゆるロケータシステ
ム）により、あるいは、ＣＴ／ＭＲＩスキャンからの解剖学的データの積分により評価で
きる。
【０１５９】
　システム４００は、公知のタイプの入力装置及び出力装置（例えばディスプレイ４２０
及びプリンタ４３０）、並びに、プローブシステム４４０を有するコンピュータ４１０を
含む。電位測定のために、接触式及び／又は非接触式マッピング方法を使用できる。この
マッピング方法はプローブ電極システム４４２を使用でき、プローブ電極システム４４２
は、図４に示されているようにケーブルを介してコンピュータ４１０に接続され、プロー
ブシステム４４０の一部を形成している。プローブシステム４４０はカテーテルの形態を
とり得るか、又はカテーテルを含み得る。コンピュータ４１０は、少なくとも１つのプロ
セッサ及びコンピュータ記憶装置を含むように構成されることができ、プローブシステム
４４０からの心臓電位の情報を用いて双極子及び／又は表面電荷密度を決定するための様
々なタスクを実行する、実行可能な機能モジュールのセットを含む。
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【０１６０】
　プローブ電極システム４４２は、幾つかの実施形態において、楕円形又は球形状の多電
極アレイの形態であり得る。このようなアレイの球形状は、その後のデータ解析のための
幾つかの利点を有し得る。あるいは、又は加えて、Ｖｅ（すなわち、心内膜上の電圧）を
測定するために、他のタイプの、又は複数の独立の電極も使用し得る。例えば、心内膜内
の心腔に関し、表面Ｓｐを有するプローブ電極を血液中に設置して用いた場合（すなわち
非接触式）、表面Ｓｐ上の点ｘ，ｙ，ｚにおける電位Ｖ（ｘ，ｙ，ｚ）を測定することが
可能である。心内膜の表面の電位Ｓｅを計算するために、ラプラス方程式、
【数１０】

　を解くことが必要である。式中、Ｖは電位であり、ｘ，ｙ，ｚは３次元座標を示す。こ
の方程式の境界条件は、Ｓｐ上でＶ（ｘ，ｙ，ｚ）＝Ｖｐ（ｘ，ｙ，ｚ）であり、Ｖｐは
プローブ表面Ｓｐ上の電位である。
【０１６１】
　この解は整数であり、これにより、血液で満たされている心腔の全容積内の点ｘ’ｙ’
ｚ’における電位Ｖ（ｘ’ｙ’ｚ’）を計算できる。前記整数を数値的に計算するために
心臓表面の離散化が必要であり、いわゆる境界要素法（ＢＥＭ）を利用できる。
【０１６２】
　境界要素法は、線形積分方程式を解くため（すなわち、面積分式の形態）の数値計算法
である。この方法は、流体力学、音響学、電磁気学、破壊力学を含む、工学及び科学の多
くの分野で利用されている。
【０１６３】
　境界要素法は、しばしば、有限要素法を含む他の方法よりも効率的である。典型的に、
境界要素法の定式化により、離散化後に完全な占有行列が得られる。この結果が意味する
のは、ＢＥＭを用いれば、ストレージ要件及び計算時間の増大が、概して問題の大きさの
２乗に従うことである。これとは対照的に、有限要素行列は典型的に帯行列であり（要素
を局所的にのみ接続）、システム行列のための必要メモリは、一般に、問題の大きさに従
ってほぼ直線的に増大する。
【０１６４】
　上記の内容から考えて、プローブ表面上の全ての電位ＶＰ（ｘ１’ｙ１’ｚ１’）を測
定できる。心腔壁上の電位Ｖｅを算出するために、心腔表面の既知の形状を個別の部分に
分割して境界要素法を用いる。こうして、線形行列変換Ｔにより心内膜電位Ｖｅが、プロ
ーブ電位Ｖｐから得られ、すなわち、Ｖｅ＝ＴＶｐである。
【０１６５】
　少なくとも１つの所与の心腔の１又は複数の位置Ｐ（ｘ，ｙ，ｚ）における、所与の時
間ｔの心臓細胞の１又は複数の電位Ｖｅを測定及び算出した後、表面電荷密度及び／又は
双極子密度が決定される。表面電荷密度及び双極子密度は、以下の２つのポアソン方程式
に従って電位に関係付けられる。

【数１１】

【数１２】

　式中、ρ（Ｐ）は、位置Ｐ＝ｘ，ｙ，ｚにおける表面電荷密度であり、



(24) JP 6739346 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

【数１３】

　は、心腔表面Ｓｅ上に集中されたデルタ分布であり、νは双極子密度である。
【０１６６】
　心腔壁表面上の電位Ｖｅと表面電荷（７）又は双極子密度（８）との間に関係が存在す
る。

【数１４】

【数１５】

　（考察のために、ニューヨーク、ワイリー出版社、１９７５年出版のＪＤ・ジャクソン
著「古典電気力学第２版」(jackson JD. Classical Electrodynamics，2nd edition)を参
照されたい。）
【０１６７】
　境界要素法は、式７及び式８における電位Ｖｅを所望の表面電荷密度及び双極子密度に
変換するためのコードも提供し、これは、表面電荷密度及び／又は双極子密度のデータベ
ースに記録されることができる。
【０１６８】
　別の実施形態において、電位Ｖｅ（単数又は複数）は接触式マッピングにより測定され
る。この場合、電位Ｖｅを算出するステップは必要でない。なぜなら、電極を心腔壁に直
接接触させることにより既に電位Ｖｅが測定されているからである。
【０１６９】
　例示的な実施形態において、プローブ電極が有する形状は、電位Ｖｅの正確な算出を可
能にし、従ってＶｅを所望の電荷密度又は双極子密度に変換するための計算を簡易にする
ものである。すなわち、このような実施形態において、電極の形状は楕円形又は球形であ
り得る。
【０１７０】
　本発明に関し、少なくとも１つの所与の心腔の表面電荷密度のデータベース（又はテー
ブル）を決定する方法を利用するために、少なくとも以下、すなわち、
　ａ）所与の心腔の表面上の所与の位置Ｐ（ｘ，ｙ，ｚ）における電位Ｖを測定及び記録
するための１つのユニット（接触式マッピング）、又は、心臓内に配置されるが心臓壁と
直接接触しないプローブ（非接触式マッピング）、
　ｂ）測定された電位をデジタルデータに変換するための１つのＡ／Ｄ変換器、
　ｃ）測定され且つ／又は変換されたデータを記憶するための１つのメモリ（例えばコン
ピュータメモリ）、及び、
　ｄ）デジタルデータをデジタル表面電荷密度又は双極子密度データに変換するための１
つのプロセッサユニット、
を含むシステムを用いることができる。
【０１７１】
　所与の心腔内の心臓細胞の電位を侵襲的及び非侵襲的方法により位置特定及び測定する
ための多くの装置が当分野で公知であり、それらが長年にわたり医師により用いられてき
たことが理解されよう。従って、本発明は、いずれの特定のタイプの電極又はその他セン
サ若しくはトランスデューサにも限定されない。その代わりに、本発明は、利用可能なデ
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ータの新規で有利な処理を提供する。これにより、心臓活動のマッピングの精密度、正確
性、及び空間分解能を、心臓の表面電位のみに基づいた先行技術のシステムと比較して向
上させることが可能であろう。本発明は、心臓病及び心疾患（例えば不整脈）及びその他
の心臓細胞の電気的状態を診断するための、代謝及び機能情報を含む改良された診断手段
を提供する。
【０１７２】
　本発明に関して用いられるようなカテーテル及びその他の装置は、１以上の電極を含む
カテーテルなどの多くの形態の診断カテーテル、又は、組織アブレーションカテーテルな
どの治療用カテーテル（例えば、２０１５年２月５日に出願されたCatheter System and 
Methods of Medical Use of Same， Including Diagnostic and Treatment Uses for the
 Heart)（「カテーテルシステムと、心臓の診断及び治療での使用を含むカテーテルシス
テムの医療使用方法」）と題する米国特許出願第１４／４２２，９４１号に記載されてい
るカテーテル）を含むことができる。カテーテルは患者の心臓に経皮的に挿入されること
ができ、これにより、例えば、電気的活性を記録し、構造間の距離を測定し、又は、エネ
ルギーを伝達できる。外部装置及びシステムも含まれることができ、これらは、例えば、
電気信号を記録し且つ／又は電気信号を送信するために用いられる身体表面電極、又は、
視覚化装置、例えば外部の超音波撮像システム若しくは蛍光透視撮像システムである。こ
れらのカテーテル又はその他の装置のいずれも、１以上の電極、１以上の超音波トランス
デューサ、及び／又は、１以上の他のセンサ若しくはトランスデューサを含み得る。これ
らの電極、超音波トランスデューサ、及び／又は他のセンサ若しくはトランスデューサを
、装置の任意の場所、例えば、装置の遠位部又は近位部に配置でき、また、患者の身体の
内部又は外部に配置できる。
【０１７３】
　超音波トランスデューサのいずれか又は全てを、当分野で公知のように、トランスデュ
ーサと表面との距離の測定に使用できる。一例は、超音波トランスデューサと心室壁との
距離を測定することを含む。別の例は、超音波トランスデューサと、同一の又は別の装置
の部品との距離を測定することを含む。
【０１７４】
　このようなカテーテルの電極のいずれか又は全てを、電極部位又はその間における電気
「信号」（例えば電圧及び／又は電流）を記録するために使用できる。記録された電気信
号を用いて、例えば、電極が組織から離れて（例えば循環血液内に）配置された場合、あ
るいは、電極が組織と接触している場合に、組織の電気的活動をマッピングできる。アル
ゴリズム、例えば、本明細書で上述したアルゴリズムを用いて、複数の非接触部位にて記
録された信号を１以上の組織部位に存在する信号に相関させることができる。マッピング
された電気的活動及び／又は他の電気信号をさらに処理することができ（例えば、電荷源
及び電荷密度に関して処理し、心臓の機能に関連する様々な生理的パラメータに相関させ
る）、また、マッピングされた電気的活動及びその他の記録及び算出された情報を、本発
明のシステムの１以上の操作者に視覚的に提供できる。
【０１７５】
　電極のいずれか又は全てを、システムにより生成される電気信号を伝達及び／又は記録
するために用いることができる。このような伝達信号は、任意の１以上の電極から発信さ
れることができ、そして、任意の２つ以上の電極間で伝達され得る。記録された信号は、
単一の電極位置又は複数の電極位置に存在する信号（例えば、２つ以上の電極位置に存在
する２つ以上の信号の比較を示す信号）を含み得る。記録された信号は、例えば、電圧及
び／又は電流に対して同期又は非同期的に測定され得る。記録された信号は、例えば、イ
ンピーダンス及び／又は組み合わされた大きさのインピーダンスの抵抗成分及び反応成分
に関して、任意の元の又は処理された信号「値」(“value”)を用いてさらに処理され得
る（信号「値」は、例えば、瞬間振幅、位相、ピーク、二乗平均平方根、復調振幅、及び
これらの組合せから成る群から選択されたパラメータにより表される）。
【０１７６】
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　ここで図５Ａ及び図５Ｂを参照すると、心房細動及び／又は心室頻拍などの心臓病又は
心疾患を診断及び／又は治療するためのシステムの遠位部分の斜視図が示されている。こ
のシステムは、図３のアレイ３１５、図５Ｃのアレイ５３０’、及び／若しくは、図４の
プローブ電極システム４４２、又は、それらの一部の実施形態であり得る。図５Ａは、本
発明の態様による、診断カテーテルのシャフトによりスライド式に収容されるアブレーシ
ョンカテーテルを示す。図５Ｂは、本発明の態様による、図５Ａのアブレーションカテー
テルのシステムの屈曲状態を示す。
【０１７７】
　プローブシステム４４０は、心腔などの身体部位への挿入のために構成及び配置される
診断カテーテル５００を含む。カテーテル５００はシャフト５０２を含み、シャフト５０
２は、典型的に、患者の血管系に存在する蛇行部を通しての挿入を可能にするために十分
に柔軟な材料から構成される。シャフト５０２の遠位部分に拡張可能な組立体５３０が設
けられ、組立体５３０上に複数の電極５４１が接続されている。さらに、この実施形態に
おいて、複数の超音波トランスデューサ５５１が、拡張可能組立体５３０に接続されてい
る。電極５４１及びＵＳＴ５５１が、各々、シャフト５０２内で近位方向に延在する１以
上の導線に電気的に取り付けられている。導線は、１以上のレシーバ（例えば、図１を参
照して上述したレシーバ１１０及びレシーバ１２０）に接続している。幾つかの実施形態
において、カテーテル５００、拡張可能組立体５３０、電極５４１及び／又は超音波トラ
ンスデューサ５５１は、２０１３年９月６日に出願されたDevice and Method for the Ge
ometric Determination of Electrical Dipole Densities on the Cardiac Wall（「心臓
壁上の電気双極子密度の幾何学的形状を決定するための装置及び方法」）と題する、本出
願の出願人による同時係属中の米国特許出願第１４／００３６７１号に記載されている部
品と類似の部品として構成及び配置される。この出願の全てを参照により本明細書に援用
する。電極（又はその他のセンサ）及びＵＳＴの個数及びパターンは、異なる実施形態に
おいて異なり得る。本発明は、図５Ａ及び図５Ｂに示された実施形態（ＵＳＴ５５１の対
の間に２つの電極５４１というパターンを含む）に限定されない。幾つかの実施形態にお
いて、例えば図５Ｃに示されているように、単一の電極５４１の次に単一のＵＳＴ５５１
が続くというような繰り返しのパターンが含まれる。幾つかの実施形態において、カテー
テル５００は、図示されている電極に加えて、又はその代替として、その他のタイプの電
極又は他のセンサ、例えば、温度及び／又はｐＨセンサを含み得る。
【０１７８】
　本発明のシステムは、さらに、シャフト５２２を含むアブレーションカテーテル５２０
を含む。シャフト５２２は、シャフト５２２の先端又は遠位部に配置された少なくとも１
つのアブレーション要素５６１を含む。アブレーション要素５６１は、アブレーションカ
テーテル５２０がエネルギー源に接続されたときなどにエネルギーを組織に伝達するよう
に構成及び配置されている。
【０１７９】
　シャフト５０２はルーメン５２６を含み、ルーメン５２６は、シャフト５０２の少なく
とも近位部から（例えば、一般的にシャフト５０２の近位端に配置されるハンドル（図示
せず）から）シャフト５０２の遠位部まで（例えばシャフト５０２の遠位端まで）延在す
る。アブレーションカテーテル５２０のシャフト５０２と診断カテーテル５００のルーメ
ン５２６とは、アブレーションカテーテル５２０のシャフト５２２がルーメン５２６によ
りスライド式に収容されることを可能にするように構成及び配置される。ルーメン５２６
はさらに、例えば診断カテーテル５００の身体への挿入前、又は、診断カテーテル５００
を身体に挿入した後に、追加のカテーテル又はその他の細長い装置をスライド式に収容す
るように構成され得る。
【０１８０】
　診断カテーテル５００を使用して、組織、例えば、臓器又は臓器の一部（例えば心臓壁
の一部）をマッピングできる。診断カテーテル５００により収集される多次元の解剖学的
マッピング情報を、システム（例えばコンピュータシステム４００）により用いることで
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、アブレーションカテーテル５２０によりその少なくとも一部が治療されるべき解剖学的
部位の多次元表示を生成できる。診断カテーテル５００をコンピュータシステム（例えば
コンピュータシステム４００）に接続でき、コンピュータシステム４００は、診断カテー
テル５００により生成された解剖学的マッピング情報、例えば、臓器、神経及び身体内の
その他の組織の、容積、位置、形状、輪郭、及び運動を表示するように構成される。診断
カテーテル５００をコンピュータシステム４００に接続することで、診断カテーテル５０
０により生成された電気マッピング情報を表示でき、例えば、上述したように双極子マッ
ピング又はその他の情報を表示できる。さらに、アブレーションカテーテル５２０又はそ
の他の挿入される装置の場所、例えば、それらの、組織又は診断カテーテル５００に対す
る位置を表示できる。例えば、診断カテーテル５００を使用して心臓をマッピングでき、
その間に、アブレーションカテーテル５２０を、治療のターゲットである（例えば、診断
カテーテル５００及び／又はシステム４００の別の部品により提供された情報に基づいて
治療のターゲットとされている）心臓の組織部位へと送ることができる。例えば、アブレ
ーションカテーテル５２０は、心不整脈、例えば、心房細動、心房粗動、上室性頻拍症（
ＳＶＴ）、ウォルフパーキンソンホワイト症候群、及び心室頻拍症（ＶＴ）を患う患者を
治療するために心臓組織を切除するように構成され得る。本明細書において、本発明の態
様を伝えるために、治療装置の形態としてアブレーションカテーテルを記載するが、他の
実施形態において、異なるタイプの治療装置（例えば、ペーシング装置、除細動装置、ス
テント送達装置、薬物送達装置、幹細胞送達装置など）を診断カテーテル５００と組み合
わせて使用できる。幾つかの実施形態において、これらの治療装置の１以上が、診断カテ
ーテル５００のルーメンを通して挿入される。
【０１８１】
　幾つかの実施形態において、本発明のシステムは、システムの全てのカテーテル部品を
左心房（場合により、その後左心室）にアクセスさせる単一の経中隔穿孔を利用しながら
患者の左心房にアクセスするように構成される。その他の実施形態において、本発明のシ
ステムは、システムの全てのカテーテル部品を左心室（場合により、その後左心房）にア
クセスさせる大動脈弁の単一の交差部を利用しながら患者の左心室へアクセスするように
構成される。
【０１８２】
　本発明のシステムは、シース５０４、例えば、標準的な経中隔アクセスシースなどの標
準的なアクセスシースを含み得る。幾つかの方法において、シース５０４を、心房中隔を
通して左心房に挿入でき、次いで、診断カテーテル５００をシース５０４のルーメンを通
して挿入できる。次いで、アブレーションカテーテル５２０を診断カテーテル５００のル
ーメン５２６を通して挿入できる。その他の方法においては、シース５０４を左心房に挿
入し、次いで、診断カテーテル５００とアブレーションカテーテル５２０とを同時に挿入
する（例えば、アブレーションカテーテル５２０が少なくとも部分的にルーメン５２６内
に存在している状態で診断カテーテル５００を挿入する）。幾つかの実施形態において、
シース５０４は操縦可能なシースを含み得る。シャフト５０２は、その長さの大部分に沿
って、シース５０４によりスライド式に収容されるような直径を含む。幾つかの実施形態
において、シャフト５０２は１５Ｆｒ（５ｍｍ）以下の直径を含む。幾つかの実施形態に
おいて、診断カテーテル５００及び／又はアブレーションカテーテル５２０は、図５Ｂに
示されているように、システムの操作者及び／又はロボット制御アセンブリが、手動式、
半自動式、又は自動式操縦を行えるように操縦可能である。
【０１８３】
　診断カテーテル５００は左心房に配置されることができ、以下の情報から成る群から選
択された情報を提供できる。すなわち、電気的情報、例えば、電圧情報（例えば、表面電
荷情報を生成するために分析された電圧情報）、解剖学的幾何学的情報、例えば、心臓壁
表面情報又は心臓壁厚情報、その他の生理学的及び解剖学的情報、例えば、本明細書に記
載した情報、及びこれらの組合せである。診断カテーテル５００のシャフト５０２は、静
脈系、例えば脚部の静脈又は頸部の静脈を介して心臓内に挿入されるように構成され得る
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。シャフト５０２は、その内面及び外面にブレイド（編組体）（図示せず）を含み得る。
このブレイドは、一般的に、プラスチック又は金属繊維製の編組体であり、シャフト５０
２の構造的完全性及び性能を高める。幾つかの実施形態において、シャフト５０２のブレ
イドは、導体（例えば、電極５４１及び／又は超音波トランスデューサ５５１に接続され
た１以上の導体）を含み得る。
【０１８４】
　先に述べたように、診断カテーテル５００は、シャフト５０２の近位部から遠位部まで
（例えばシャフト５０２の近位端から遠位端まで）延在するルーメン５２６を含み、これ
により、図示されているように、別のカテーテル又は他の細長い装置、例えばアブレーシ
ョンカテーテル５２０を、ルーメン５２６を通して挿入することが可能である。あるいは
、又は加えて、挿入されるカテーテル又は他の細長い装置は診断カテーテルを含むことが
でき、これは、例えば、左心房、右心房、ヒス束、右室心尖、肺静脈、冠状静脈洞から成
る群から選択される部位からの信号を記録するように構成された診断カテーテルである。
あるいは、又は加えて、挿入されるカテーテルは別のカテーテル装置を含み得る。
【０１８５】
　診断カテーテル５００は、シャフト５０２の遠位端に配置される拡張可能組立体５３０
（この場合、バスケットアレイの形態）を含み得る。図示されているように、拡張可能組
立体５３０はスプライン５３１のアレイを含み、各スプライン５３１は、近位セグメント
５３２、中央部分５３４、及び、遠位セグメント５３３を有する。各スプライン５３１の
近位セグメント５３２はシャフト５０２に接続点５２７を介して接続されている。各スプ
ライン５３１の遠位端は、周方向リング構成で接続して開口部５３５を形成している。開
口部５３５は、装置、例えば、ルーメン５２６内に挿入される装置（例えばアブレーショ
ンカテーテル５２０のシャフト５２２）の通過を可能にする。幾つかの実施形態において
、拡張可能組立体５３０は、装置を開口部５３５を通してガイドするように構成された１
以上のガイド要素を含み得る。
【０１８６】
　拡張可能組立体５３０は、図５Ａ及び図５Ｂに示された拡張形状に構成及び配置され得
る。組立体５３０の、少なくとも２本以上のスプライン５３１を含む拡張状態の又は部分
的に拡張状態の（本文以下「拡張状態」と称する）幾何学形状を「バスケット」と表現で
き、このバスケットは、ほぼ中空の中央部、及び、隣接するスプライン５３１間の空間を
有する。示されている実施形態においてバスケットは球状であるが、任意の適切な形状、
例えば楕円体、又はその他の対称又は非対称の形状を含み得る。従って、その他の実施形
態において、組立体５３０は、異なる形状又は形状の組合せ（例えば、２本以上のスプラ
イン５３１が、類似の又は非類似の形状、寸法、又は構成を含むスプライン５３１のアレ
イ）を含むことができる。幾つかの実施形態において、２本以上のスプライン５３１が、
様々な曲率半径を含む。
【０１８７】
　拡張可能組立体５３０は、拡張又は非拡張状態に付勢されることができる。一例におい
て、組立体５３０は、スプライン５３１が図５Ａ及び図５Ｂに示した湾曲形状に弾性的に
付勢されるように自己拡張式であり得る。組立体５３０は、組立体５３０がシース５０４
の遠位端から出る時に、例えば、シャフト５２２の前進及び／又はシース５０４の引き込
みにより自動的に拡張できる。あるいは、組立体５３０を手動で拡張することもでき、こ
れは、例えば、シャフト５０２内をスライドし且つ組立体５３０の遠位端に接続されたロ
ッド（図示せず）を引き込むことにより行われる。
【０１８８】
　スプライン５３１を、以下の材料から成る群から選択される材料から構成できる。すな
わち、１以上の熱可塑性ポリマー、例えばポリエーテルブロックアミド、ポリウレタン及
び／又はポリエーテルエーテルケトン、１以上の熱硬化性ポリマー、例えば、シリコン及
び／又はテトラフルオロエチレン、１以上の金属、例えば、ステンレス鋼、及び／又は、
ニッケルチタン合金などの形状記憶合金、１以上の形状記憶ポリマー、例えば、３層構造
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アクリル、及び、これらの組合せである。生体適合性、可撓性、又は屈曲性を有し、特定
用途向けのいずれの必要な電気特性も有する多数の材料又は組成物のいずれも、概してス
プライン５３１のために使用できる。
【０１８９】
　スプライン５３１は、任意の組合せで配置された１以上の電極５４１及び／又は１以上
の超音波トランスデューサ５５１を含み得る。例えば、幾つかの実施形態において以下の
構成の１以上が含まれる。すなわち、各スプライン５３１が少なくとも４個、６個又は８
個の電極５４１を含む、各スプライン５３１が少なくとも４個、６個、８個の超音波トラ
ンスデューサ５５１を含む、及び、これらの組合せを含む。幾つかの実施形態において、
少なくとも１つの電極５４１が、１本のスプライン５３１上の２つの超音波トランスデュ
ーサ５５１の間に配置される（例えば、図５Ｃに示されている交互パターンで）。幾つか
の実施形態において、少なくとも２つの電極５４１が、１本のスプライン５３１の上の２
つの超音波トランスデューサ５５１の間に配置される。
【０１９０】
　各スプライン５３１は、隣接するスプライン５３１又は組立体５３０におけるその他の
任意のスプライン５３１と類似又は非類似の電極５４１及び／又は超音波トランスデュー
サ５５１の配列を含み得る。幾つかの実施形態において、組立体５３０は８本のスプライ
ン５３１を含み、各スプライン５３１が、２個～８個の電極５４１と、２個～８個の超音
波トランスデューサ５５１とを含み得る。幾つかの実施形態において、組立体５３０は６
本のスプライン５３１を含み、各スプライン５３１が８個の電極５４１及び８個の超音波
トランスデューサ５５１を含み得る。幾つかの実施形態において、１以上のスプライン５
３１がある数量の電極５４１を含み、その数量は、そのスプライン５３１上に含まれる超
音波トランスデューサ５５１の数量の１つの範囲内にある。例えば、スプライン５３１は
、７個の電極５４１と、６個又は８個の超音波トランスデューサ５５１とを含み得る。幾
つかの実施形態において、電極５４１と超音波トランスデューサ５５１とのセットを交互
配列で、１以上の単一の超音波トランスデューサ５５１が２つの電極５４１の間に位置す
るように配置できる。幾つかの実施形態において、電極５４１と超音波トランスデューサ
５５１との幾つかのセットを、１以上の単一電極５４１が２つの超音波トランスデューサ
５５１の間に位置するように配置できる。
【０１９１】
　電極５４１は、電気信号、例えば、電圧及び／又は電流信号を記録するように構成され
得る。システムは、記録された信号を利用して、電位図情報、双極子マッピング情報、表
面電荷情報、距離情報（例えば、システムの任意の装置及び／又は部品間の距離）、及び
、本明細書に詳細に記載するその他の情報又は情報の組合せを生成できる。電極５４１の
いずれか又は全てが、双極子及び／又は表面電荷マッピング電極、例えば、表面電荷又は
他の双極子マッピングパラメータに関する情報を提供するように構成されたインピーダン
ス又は他の電気特性を有する電極を含み得る。幾つかの実施形態において、電極５４１は
、０．１Ｈｚ以上の信号周波数の高忠実度の記録が実行されるように十分に低いインピー
ダンス、例えば１０，０００オーム未満の範囲の電極であり得る。幾つかの実施形態にお
いて、１以上の電極５４１が、電極５４１のインピーダンスを低減させるような酸化イリ
ジウムコーティングを含む。あるいは、又は加えて、多数の形態のコーティング又はその
他の処理、例えば、白金黒コーティング又はカーボンナノチューブ層が１以上の電極５４
１に含まれ得る。電気信号の記録に加え、又はこれの代替として、電極５４１を、電気エ
ネルギー、例えば無線周波数エネルギーを送達するように構成及び配列できる。幾つかの
実施形態において、診断カテーテル５００は、診断カテーテルとしての機能、例えば、電
気的情報、解剖学的情報、及び／又は装置マッピング情報の提供に加え、治療、例えば、
組織に施されるアブレーション治療を行うことができる。幾つかの実施形態において、例
えば１以上のコイルが１以上の磁界を生成するように構成される場合、１以上の電極５４
１が、各々１以上のコイルを含む。
【０１９２】
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　電極５４１は、様々な材料、例えば、非分極金属及び／又は分極金属を含み得る。幾つ
かの実施形態において、１以上の電極５４１が少なくとも１つの非貴金属を含み、これに
より電極５４１は、血液、血漿、又は食塩溶液の少なくとも１つと接触した時に酸化する
。幾つかの実施形態において、電極５４１は、コーティング、例えば、金属酸化物コーテ
ィング、導電性ポリマーコーティング、及びこれらの組合せから成る群から選択されるコ
ーティングを含む。幾つかの実施形態において、１以上の電極５４１が外層及び内層を含
み得る。例えば、外層がインピーダンス低減コーティング又はその他の層を含む場合、内
層は、１以上の電極５４１の金属部分及び／又は残りの部分に外層を接着するように構成
された層を含む。
【０１９３】
　超音波トランスデューサ５５１は、システムのデバイス及び／又は部品と、組織（例え
ば心臓壁又はその他の固形組織）との間の距離の情報を記録するように構成され得る。超
音波トランスデューサ５５１は、単素子又は多素子の圧電セラミック、圧電マイクロマシ
ン超音波トランスデューサ（ｐＭＵＴ）、容量性マイクロマシン超音波トランスデューサ
（ｃＭＵＴ）、圧電ポリマー、及び、これらの組合せを含む構造を含み得る。
【０１９４】
　幾つかの実施形態において、診断カテーテル５００が多層又は積層構造を含む場合があ
る。これらは、例えば、シャフト５０２が別の管の内側に管を含む場合、シャフト５０２
がライナ（例えば、ＰＴＦＥなどの潤滑材料から構成されたライナ）を含む場合、シャフ
ト５０２が編組構造（例えば、シャフト５０２の２つの層間に配置された編組体）を含む
場合、及び、これらが組み合わされた場合である。幾つかの実施形態において、診断カテ
ーテル５００は、例えばプルワイヤ及びアンカ（図示せず）を組み込むことにより操縦可
能であり得る。一般的に、診断カテーテルシャフト５０２の外径は１５Ｆｒ（５ｍｍ）未
満である。
【０１９５】
　図５Ａ及び図５Ｂのアブレーションカテーテル５２０は、シャフト５２２上に、例えば
シャフト５２２の遠位部又は遠位先端にアブレーション要素５６１を含む。アブレーショ
ン要素５６１は機能的要素を含むことができ、これは、以下から成る群から選択される。
すなわち、１以上の電極、低温エネルギーを送達するように構成された導管又はポート、
レーザダイオード、アブレーションエネルギーを送達するように構成された光ファイバ、
マイクロ波エネルギー送達要素、超音波エネルギー送達要素、薬物、幹細胞若しくはその
他の薬剤を送達する要素、研磨若しくはその他の機械的なアブレーションエネルギーを送
達する要素、及び、これらの組み合わせである。アブレーション要素５６１が１以上の電
極を含む場合、電極は、無線周波数（ＲＦ）エネルギーを送達するように構成及び配置さ
れた電極を含み得る。多電極の場合、電極は、単極及び／又は双極ＲＦエネルギー送達の
ために構成され得る。幾つかの実施形態において、アブレーション要素５６１は要素のア
レイを含み得る。アブレーションカテーテル５２０は、アブレーション要素５６１にエネ
ルギーを送達するように構成された装置、例えば、図３のアブレーション源２３０に動作
可能に接続され得る。アブレーション要素５６１により送達される典型的なエネルギーは
、無線周波数エネルギーなどの電磁エネルギー、低温エネルギー、レーザエネルギー、光
エネルギー、マイクロ波エネルギー、超音波エネルギー、化学エネルギー、及びこれらの
組合せから成る群から選択されるエネルギーを含む。
【０１９６】
　図５Ｂにおいて、アブレーションカテーテル５２０は、診断カテーテル５００及びシー
ス５０４と同様に、例えばプルワイヤ及びアンカなどを介して操縦可能である。この図に
おいて、アブレーションカテーテル５２０は、図示されているように湾曲した形状５２５
で操縦されており、それにより、アブレーション要素５６１を診断カテーテル５００の拡
張可能組立体５３０から出させて２本のスプライン５３１の２つの中央部５３４の間を通
過させる。アブレーションカテーテル５２０は、２本のスプライン５３１の間の空間、又
は、開口部５３５を通る空間を含む拡張組立体５３０の任意の開口部から出られるように



(31) JP 6739346 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

、医師などの操作者により操縦及び前進されることができ、それによりさらに前進されて
、例えばアブレーションのために心臓組織に接触し又はより近づくことができる。
【０１９７】
　様々なタイミングシーケンスを、図５Ａ及び図５Ｂの拡張可能組立体５３０のスプライ
ン５３１上の電極５４１及び／又はＵＳＴ５５１への及び／又はこれらからの信号を送信
及び／又は記録するために使用できる。好ましい実施形態において、スプライン間に交互
に生じるＵＳＴを「呼び出す」(“ringing”)パターンを提供するタイミングシーケンス
が用いられる。また、タイミングシーケンスは、スプライン電極及び皮膚パッチ電極（任
意選択的に含まれる）の幾つかを位置特定のために駆動させるタイミングを含み得る。幾
つかの実施形態において、電極５４１は連続的に記録される。幾つかの実施形態において
、電極５４１とＵＳＴ５５１とは共通の導体を共有し、電極５４１は、共通導体を共有し
ているＵＳＴ５５１が呼び出し信号を受信しているときには記録をしない。信号を送信及
び／又は記録するタイミングシーケンスはコンピュータ制御され得る。タイミングシーケ
ンスの完全サイクル（例えば、一連のシーケンシャルなリング信号が各ＵＳＴ５５１に送
信されるサイクル）は、例えば、１００ミリ秒以下であり得る。幾つかの実施形態におい
て、タイミングシーケンスは、例えば、完全なサイクルの時間を変更するために、及び／
又は、信号が送信され（例えばＵＳＴ５５１を呼び出すために）又は記録される（例えば
電極５４１から）順序を変更するために、経時的に変更される。
【０１９８】
　ここで図５Ｃを参照すると、本発明の態様による、拡張可能なアレイ上に配置された電
極及び超音波トランスデューサ（ＵＳＴ）の別のレイアウトが斜視図で示されている。プ
ローブシステム４４０が、マッピングカテーテル５００’と、マッピングカテーテル５０
０’の遠位部がその内部に挿入されていたシース５０４とを含む。マッピングカテーテル
５００’は、シャフト５０２’の遠位端に配置されたアレイ５３０’を含む。アレイ５３
０’は、図示されているように複数のスプライン５３１を含み、これらのスプライン５３
１上に、単一の電極５４１の次に単一のＵＳＴ５５１が続く交互パターンが配置されてい
る。電極５４１及びＵＳＴ５５１は、各々、１以上のワイヤに電気的に取り付けられてい
る。これらのワイヤは、シャフト５０２’内で近位方向に延在し、１以上のレシーバ（例
えば、図１を参照して先に記載したレシーバ１１０及びレシーバ１２０）に接続している
。システム４４０は、アブレーションカテーテル（例えば、図５Ａ及び図５Ｂのアブレー
ションカテーテル５２０に類似のアブレーションカテーテル）を含み得る。アブレーショ
ンカテーテルは、シャフト５０２’及びシース５０４と共に心臓内に前進されることがで
きる。幾つかの実施形態において、シャフト５０２’は、アブレーションカテーテル又は
他の装置をその内部に挿入できるルーメン、例えば図５Ａ及び図５Ｂのシャフト５０２を
含む。
【０１９９】
　図６は、患者の少なくとも１つの心腔の双極子密度のデータベーステーブルを決定する
ように構成されたシステム４００の一部を形成できるコンピュータアーキテクチャ６００
の例示的な実施形態を示す。アーキテクチャ６００は、例として、図４、図５Ａ及び／又
は図５Ｃのプローブシステム４４０と通信できる。アーキテクチャ６００は、プローブシ
ステム４４０（及び、電極４４２及び／又はカテーテル５００，５００’及び５２０）の
ための標準的なインタフェースモジュール６１０と、出力デバイス４２０，４３０とイン
タフェースするためのインタフェースモジュール６２０とを含み得る。アーキテクチャ６
００は、さらに、心臓情報を受信し、解釈し、生成し、処理し且つ／又は提供するための
心臓情報ディスプレイコントローラ６５０を含み得る。コンピュータ４１０は、図示され
ているように、少なくとも１つのプロセッサ６４０と、バス６６０を介して素子６１０，
６２０，６３０，６４０及び／又は６５０に接続された少なくとも１つのコンピュータメ
モリ６８０とを含む。アーキテクチャ６００は、さらに、電位を表面電荷密度及び／又は
双極子密度に変換するモジュール６３０を含む。モジュール６３０は、プロセッサ６４０
により実行されるときに本明細書に記載された方法の実施に必要な実行可能なコンピュー
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タ命令を含む。このような処理の結果は、メモリ（例えば、データベース、データ記憶シ
ステム、又はデータ記憶デバイス）６８０に記憶される。これは、本開示の利益を有する
当業者により理解されよう。すなわち、モジュール６３０は、好ましくは、本明細書に記
載されているように、又はその他の方法で、少なくとも部分的にプローブシステム４４０
から受信したデータから双極子密度及び／又は表面電荷密度を決定するように構成されて
いる。
【０２００】
　図７及び図８は、それぞれ、本発明の態様による、表面電荷密度及び双極子密度を決定
及び記憶するための方法の、以上に詳述した実施形態を要約して示している。
【０２０１】
　図７の方法７００において、ステップ７０２にてシステム４００を用いて、所与の時間
ｔにおける心腔内の１又は複数の位置Ｐでの１又は複数の電位Ｖｅを測定及び／又は算出
する。ステップ７０４にて、Ｖｅを表面電荷密度ρ（Ｐ’，ｔ）に変換する。ステップ７
０６にて、表面電荷密度ρ（Ｐ’，ｔ）をデータベーステーブルに記憶する。別のＰが存
在する場合、ステップ７０８でこの方法が繰り返される。
【０２０２】
　図８の方法８００において、ステップ８０２にてマッピングシステム４００を用いて、
所与の時間ｔにおける心腔内の１又は複数の位置Ｐでの１又は複数の電位Ｖｅを測定及び
／又は算出する。ステップ８０４にて、電位を双極子密度に変換するのに適したアルゴリ
ズムを用いてＶｅを前記双極子密度ν（Ｐ’，ｔ）に変換する。ステップ８０６にて、双
極子密度ν（Ｐ’，ｔ）をデータベーステーブルに記憶する。別のＰが存在する場合、ス
テップ８０８でこの方法が繰り返される。
【０２０３】
　本発明の態様によれば、アーキテクチャ６００は、さらに、心臓情報ディスプレイ（Ｃ
ＩＤ）コントローラ６５０を含む。この実施形態において、ＣＩＤコントローラ６５０は
、少なくとも１つのディスプレイ装置が心臓情報を描示するのに十分な情報を生成及び／
又は提供するように構成される。心臓情報は、双極子密度及び／又は表面電荷密度情報を
含み得るがこれらに限定されない。また、心臓情報は、心臓電圧（又は電位）情報、心臓
又は心臓（若しくは他の器官）の一部のグラフィックモデル、心臓又は心臓（若しくは他
の器官）の一部分の画像、その他の局所情報、例えば、温度情報及び／若しくはｐＨ情報
、その他のフィールド情報（例えば電圧情報以外の）、又はこれらの組合せも含み得る。
心臓及び／又は心臓（若しくはその他の器官）の一部の描示は、２次元（２Ｄ）、３次元
（３Ｄ）又はこれらの組合せであり得る。また、このような心臓情報は、心電図（ＥＫＧ
又はＥＣＧ）、例えば、心臓の電気的活動の対時間グラフも含み得る。上記のタイプの心
臓情報を、様々な組合せで、例えば、双極子密度及び／又は表面電荷密度情報を含むよう
に表示でき、また、２次元、３次元、又はこれらの組合せで表示し得る。
【０２０４】
　このような心臓情報は、リアルタイムの、近リアルタイムの、又はその後の表示のため
にメモリ６８０に記憶され得る。ディスプレイは、コンピュータモニタ、タブレット、ス
マートフォン、テレビ、若しくは他のタイプのディスプレイ装置、又はこのようなディス
プレイを含む装置であり得る。ディスプレイ（単数又は複数）は、ローカルディスプレイ
、リモートディスプレイ、又はこれらの組合せ（ディスプレイが１つよりも多い場合）で
あり得る。ディスプレイ（単数又は複数）は、有線、無線、又はこれらの組合せ（１つよ
りも多い場合）であり得る。
【０２０５】
　情報の表示における違いを説明するために、異なるタイプの情報を区別し得る。例えば
、双極子及び電荷密度情報は、電圧（又は電位）情報とは異なる。例えば、双極子及び電
荷密度情報は、方法７００及び方法８００などから「ソース情報」のタイプであるとみな
され得る。「ソース情報」は、３次元空間のある位置における物理的特性（単数又は複数
）が、３次元空間における特定位置のものとは異なることを表すデータである。これは例



(33) JP 6739346 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

えば、温度情報又はｐＨ情報と同様であり、これらもまたソース情報である。これとは対
照的に、電圧（又は電位）情報は「フィールド情報」とみなされ得る。「フィールド情報
」は、３次元空間のある位置において、その３次元空間にわたり延在する連続体の物理的
特性（単数又は複数）を表すデータである。
【０２０６】
　図９は、双極子及び／又は電荷密度情報を、少なくとも１つの電子ディスプレイ又はコ
ンピュータディスプレイに、好ましくは心臓の少なくとも１つの画像と共に示す方法９０
０の実施形態を示す。この方法は、例として、システム４００により実施され得る。この
実施形態において、ステップ９０２にて、複数の心臓部位（例えば、心腔の心内膜表面の
内部又はその上）から電圧を、少なくとも１つの電極を用いてフィールド情報として測定
する。ステップ９０４にて、電圧（すなわちフィールド情報）から複数の双極子及び／又
は電荷密度（すなわちソース情報）を（例えば、心臓表面上の複数の部位にて、測定され
た電圧から）コンピュータプロセッサにより決定する。ステップ９０６にて、心臓の少な
くとも１つの画像を、少なくとも１つの（ローカル及び／又はリモート）ディスプレイス
クリーン上に電子的に描示する。ステップ９０８にて、双極子及び／又は電荷密度の分布
を、例えば心臓の画像（単数又は複数）と共に、少なくとも１つのディスプレイスクリー
ン上に電子的に描示する。ステップ９１０（任意選択的なステップ）にて、電圧情報を、
例えば心臓の画像（単数又は複数）と共に、少なくとも１つのディスプレイスクリーン上
に電子的に描示する。様々な実施形態において、ステップ９１０はユーザが選択可能なオ
プションあってよく、例えば、電圧情報のオン／オフをユーザの制御により切り替え得る
。
【０２０７】
　幾つかの実施形態において、ステップ９０２は、電圧を電極アレイから連続的又は逐次
的に測定するステップを含む。幾つかの実施形態において、ステップ９０２は、さらに、
１以上の電極を第１の位置から１以上の異なる位置に移動させて、各位置における１以上
の電極から電圧を測定するステップを含む。
【０２０８】
　幾つかの実施形態において、ステップ９０８は、一連の双極子密度及び／又は電荷密度
、例えば、完全な心周期（すなわち心拍）を表す一連の画像をディスプレイスクリーン上
に描示するステップを含む。これらの実施形態において、完全な心周期を表す連続画像が
繰り返される（すなわち、ループされる）ことができる。あるいは、又は加えて、完全な
心周期を表す連続画像が更新され得る（例えば連続的に更新され且つ／又は離散時間間隔
で更新される）。幾つかの実施形態において、完全な心周期を表す一連の画像を心臓の静
的画像（例えば、ステップ９０６でスクリーンに描示された単一の心臓画像、例えば、心
収縮又は心拡張の末期を表す画像）により表示できる。あるいは、完全な心周期を表す一
連の画像を、心周期中の心臓の収縮及び拡張を示す心臓の対応する連続の（例えば時間的
に対応する連続の）画像と共に表示できる。
【０２０９】
　図１０は、本発明の態様による、１以上の装置で生成され得る双極子及び／又は表面電
荷密度情報のディスプレイ１０００の例示的な実施形態である。この例においては双極子
密度情報が示されている。しかし、その他の実施形態においては、これに加えて、又はこ
れの代わりに、表面電荷密度、ｐＨ情報、温度情報、及び／又は、その他のソース情報若
しくはフィールド情報が含まれ得る。ディスプレイ１０００は、現在公知の任意の、又は
今後開発されるグラフィックディスプレイ、例えば、コンピュータモニタ、タブレット、
携帯電話、テレビ、ディスプレイパネル、グーグルグラスなどを含み得る。あるいは、又
は加えて、ディスプレイ１０００上に提示される情報は、例えばプリンタを介して紙で提
供されても、又は、別の装置に無線で送信されてもよい。ディスプレイ１０００は、心臓
情報が収集された患者についての関連情報（例えば、患者の氏名、年齢、病院でのＩＤな
ど）を提示する患者情報ボックス、表示領域１００２を含み得る。
【０２１０】
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　電圧は、電荷の「双極子」源から広がる「力場」(“force field”)（例えばＡＦ（心
房細動）診断の焦点）である。従って、この用語を本明細書で使用する場合、電圧はフィ
ールド情報である。影響の領域は、一般的に、心腔の数センチメートルにわたる。電圧は
、生理状態の広く不鮮明な画像を提供し、これは、カメラレンズをデフォーカスさせるの
と同様である。電圧測定値は、隣接部位（例えば隣接する心腔）からの遠距離場干渉を含
む。これとは対照的に、双極子電荷源（例えば「焦点ポケット」）は、本明細書で使用す
る場合、ソース情報であり、複数の電圧測定値（すなわち、フィールド情報）から導出で
きる。双極子及び表面電荷密度画像は、非常に小さい領域（例えば、～１ｍｍ又はそれよ
り小さい）にわたる生理学的情報の精密な高解像度を提供する。隣接部位からの遠距離場
干渉は低減又は除去される。従って、双極子密度による方法は、カメラレンズをリフォー
カス（焦点合わせ）させるのと同様に、局所的生理状態及び活動の解像度を著しく向上さ
せる。
【０２１１】
　この実施形態において、ディスプレイ１０００は、双極子（又は表面電荷）密度情報を
ソース情報の形態で表示できる、双極子（又は表面電荷）密度表示領域１０１０を含む。
この例において、双極子（又は表面電荷）密度情報（ν（Ｐ’，ｔ））１０１２が心臓の
画像（心臓画像１０１１）の上に重ねて（オーバーレイ）表示される。その他の実施形態
において、心臓画像１０１１は含まれない。心臓画像１０１１は、分析されている特定の
心臓の画像若しくはモデル、又は、心臓の代表的なモデルであり得、これらのいずれもコ
ンピュータメモリに記憶され得る。双極子密度情報１０１２は、心臓画像１０１１の一部
のみに関して示される。これはユーザが選択可能な部分であり得る。幾つかの実施形態に
おいて、双極子密度情報１０１２は、心臓画像１０１１のほぼ全てに関して示され得る。
さらに別の実施形態において、システム（例えば、電位を表面電荷／双極子密度に変換す
るモジュール６３０）は、双極子（又は表面電荷）密度情報及び／又は電圧測定情報を利
用した診断時に、システムの異常な挙動又は表示の原因となる心臓の部分に関する双極子
密度情報１０１２を提示するように構成され得る。双極子密度情報１０１２及び／又は心
臓画像１０１１は、動的フォーマットで提示された一連の動的情報セット（例えば、一連
の画像の順次フレーム）を表し得る。幾つかの実施形態において、図９の方法に関して上
述したように、双極子密度情報１０１２は、１以上の心周期の全体を通じて更新され、静
的又は動的な心臓画像１０１１に示される。ディスプレイ１０００に含まれる双極子密度
情報１０１２又はその他の患者情報は、識別マップ、例えば、パラメータを変えることに
より情報の値を識別する表示を介して示され得る。これらのパラメータは、色（例えばカ
ラーマップ）、コントラスト、輝度、色相、飽和レベル、又はこれらの組合せから成る群
から選択される。
【０２１２】
　幾つかの実施形態において、ディスプレイ１０００は、双極子（又は表面電荷）密度表
示領域１０１０と共に提供される１以上のその他の表示領域を含み得る。このようなその
他の表示領域は、領域１０１０における双極子（又は表面電荷）密度情報に関する（例え
ば、関連し及び／又は数学的に導出される）情報を表示する第２の表示領域であり得る。
例として、双極子（又は表面電荷）密度の時間プロットを表示する領域１０１４が設けら
れ得る。領域１０１４は、１以上の心腔表面部位（１つを示す）における、時間に対する
双極子密度のプロットを動的に示すように構成され得る。このプロットは、双極子（又は
表面電荷）密度表示領域１０１０に表示される（例えば、領域１０１０に表示される情報
と同期して示される）、動的に変化する双極子密度情報に対応し得る。幾つかの実施形態
において、表面部位は操作者が選択可能である。
【０２１３】
　動的に表示される情報（例えば、領域１０１０、領域１０１４、及び／又は、ディスプ
レイ１０００上で動的に表示されるその他の情報）を、制御部１０３０を用いて、好まし
くは、再生、一時停止、停止、逆送り、早送り、及び／又はその他の方法で制御できる。
幾つかの実施形態において、双極子（又は表面電荷）密度領域１０１０、双極子密度の時
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間プロット領域１０１４、及び／又は、ディスプレイ１０００上に表示されるその他の情
報を独立に制御でき（例えば制御部１０３０を介して）、且つ／又は、時間的にリンクさ
せることができる（例えば、静的ビュー又は動的ビューで時間的にリンクさせる）。別の
オプショナルの第２の表示領域が、解析表示領域１０１６であり得る。この実施形態にお
いて、解析領域１０１６は、双極子密度データから決定される診断情報を含む。より詳細
には、この場合、解析領域１０１６は、少なくとも部分的に双極子密度データから得られ
る、心臓状態の評価、及び／又は、心臓異常の原因（例えば、心房細動などの不整脈をも
たらすロータ又はその他の異常な電気的活動）を表示する。この表示は、１以上の双極子
密度値と、領域１０１０において動的に表示される双極子密度情報に対応する関連するタ
イムスタンプとを含み得る。タイムスタンプは、将来の観察及び／又は評価のために自動
的に（例えば、システムにより）、及び／又は手動で（例えばシステムのオペレータによ
り）付与される。
【０２１４】
　様々な実施形態において、ディスプレイ１０００は、第２の表示領域１０２０（すなわ
ち、電圧測定情報領域１０２０）を任意選択的に含み得る。領域１０２０内に、電圧測定
情報１０２２を心臓画像１０１１と共に電子的に描示できる。そしてこの例において、測
定された電圧１０２２は、心臓画像１０１１の面上に投影され又は重ね合わされ（オーバ
ーレイされ）る。従って、本発明の態様によれば、図示されているように、システム及び
ディスプレイは、双極子密度１０１２の分布を心臓画像１０１１の面上に重ね合わせるこ
とができ、そして、測定された電圧１０２２を第２の心臓画像１０１１の面上に、例えば
、同時に同期させて投影できる。先に述べたように、領域１０２０における動的表示情報
を、制御部１０３０を用いて、好ましくは、再生、一時停止、停止、逆送り、早送り、及
び／又はその他の方法で制御できる（例えば、独立に、又は、領域１０１０と同期させて
）。
【０２１５】
　その他の実施形態において、心臓の静的な単一画像を示すことができ、ユーザは、双極
子密度情報、表面電荷密度情報、及び／又は、測定された電圧測定情報をこの単一画像に
選択的に重ね合わせ又は投影できる。従って、ディスプレイ１０００は、１以上の制御部
（例えばタッチスクリーン制御部）を含むことができ、これらの制御部は、ユーザの相互
作用に応答して、双極子密度、表面電荷密度、及び／又は、電圧測定値の提示をディスプ
レイスクリーンの心臓画像上で選択的に切り替え得る（例えば、連続的に且つ／又は同時
に、例えば、図１１を参照して以下に記載するようにオーバーレイを用いて）。
【０２１６】
　幾つかの実施形態において、ディスプレイ１０００は、１以上のその他の表示領域を（
例えば、電圧測定情報領域１０２０と共に）含み得る。このようなその他の領域は、電圧
測定情報領域１０２０に関連する情報を表示する第２の表示領域であり得る。例として、
電圧測定値の時間プロット１０２４が提供され得る。領域１０２４は、１以上の心腔表面
部位（１つ示されている）における、時間に対する測定電圧のプロットを動的に示すよう
に構成され得る。このプロットは、電圧測定情報領域１０２０に表示される、１以上の心
内膜表面部位での動的に変化する電圧測定情報に、同一の時間尺度で対応し得る（例えば
、操作者が選択した１以上の表面部位に同期される）。すなわち、この時間尺度は、双極
子密度領域１０１０及び関連する二次的領域の時間的尺度と同一である。様々な実施形態
において、ユーザは、領域１０１０と領域１０２０とを同期させるかどうか、及び、二次
的領域を、対応する一次的領域１０１０及び領域１０２０と同期させるかどうかを選択で
きる。動的表示情報は、好ましくは、一時停止、停止、逆送り、及び／又は早送りされ得
る。幾つかの実施形態において、電圧測定情報領域１０２０、及び、電圧測定情報の時間
プロット領域１０２４、並びに／又は、ディスプレイ１０００に表示されるその他の情報
を独立に（例えば制御部１０３０を介して）制御でき、且つ／又は、時間的にリンクさせ
ることができる（例えば、静的ビュー又は動的ビューで時間的にリンクさせる）。
【０２１７】
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　別のオプショナルの二次的領域は、分析領域１０２６であり得る。この実施形態におい
て、分析領域１０２６は、電圧測定情報から決定される診断情報を含む。より詳細には、
この場合、分析領域１０２６は、少なくとも部分的に電圧測定情報から決定される心臓異
常（例えば心房細動）を表示する。この表示は、電圧測定情報値と、領域１０２０にて動
的に表示される電圧測定情報に対応するタイムスタンプとを含み得る。
【０２１８】
　様々な実施形態において、ディスプレイ１０００は、ユーザの相互作用に応答する１以
上のグラフィック機構又はその他の制御部を含むことができ、これにより、双極子密度１
０１２がオーバーレイされた心臓１０１１の画像の、２次元（２Ｄ）又は３次元（３Ｄ）
空間での向きを変更できる。例えば、１以上の領域が、ズームイン及びズームアウトする
ための制御部１０３２、あるいは、心臓、及び、所定領域（例えば領域１０１０及び１０
２０）におけるオーバーレイ情報を回転又はターンさせるための制御部１０３４を含み得
る。
【０２１９】
　様々な実施形態において、先に述べたように、領域１０１０及び１０２０における表示
は動的に更新されることができ、この場合、システムは、双極子密度の分布を、双極子密
度及び／又は測定電圧の経時的変化に対応してこれらの視覚特性を変えることにより動的
に更新する。視覚特性の変更は、双極子密度１０１２及び／又は電圧測定情報１０２２の
描示された分布の少なくとも一部の色、強度、色相及び形状の少なくとも１つを変えるこ
とを含み得る。ディスプレイスクリーン上での双極子密度１０１２の分布の電子的描示は
、先に述べたように、少なくとも１つの電極を用いてリアルタイムで得られた電圧測定値
に応答して、リアルタイムで行われ得る。ディスプレイスクリーン上での双極子密度の分
布の電子的描示が、少なくとも１つのコンピュータメモリに記憶された電圧測定値に基づ
いた事後処理及び／又は事後分析として行われてもよい。
【０２２０】
　ディスプレイ１０００は、ユーザの相互作用に応答する１以上のグラフィック制御部１
０４０を含むことができ、これにより、ユーザの、ディスプレイとの相互作用を、例えば
、領域１０１０及び１０２０、並びに、関連する二次的領域（存在すれば）に表示された
情報と同一の時間尺度で記録できる。例えば、システムは、ディスプレイ１０００と相互
作用するユーザから音声入力を受信するように構成され得る。記録及び／又は保存され得
る入力は、テキスト入力、音声入力、及びグラフィック入力（又は相互作用）を含み得る
がこれらに限定されない。このような場合、施術者用のメモボックス１０４２が、ユーザ
による文字入力のために含まれ得る。また、音声入力制御部１０４４が音声入力のオン／
オフ部に含まれ得る。制御部１０３０を使用して、双極子密度の分布のディスプレイスク
リーン上での経時的な描示の再生、逆送り、及び早送りを、記録された任意のユーザ相互
作用と共に行うことができる。
【０２２１】
　図１１は、本発明の態様による、１以上の装置で生成され得る双極子及び／又は表面電
荷密度情報のユーザインタフェースディスプレイ１１００の別の実施形態である。また、
図１１のディスプレイは、図１０のディスプレイの双方向制御又は特徴のいずれも含み得
る。ディスプレイ１１００は、心臓の１以上の表面での生理活動の１以上の解剖学的ビュ
ーを含む領域１１１０を含む。これらのビューは、例えば、図面左側の右前斜位（ＲＰＯ
）ビュー、及び、図面右側の左前斜位（ＬＡＯ）ビューである。
【０２２２】
　好ましい実施形態において、領域１１１０の解剖学的画像は、変化するソースデータ及
び／は又フィールドデータのセットを含み、これらは３次元空間で心臓表面と相関され且
つその大きさがカラーマップを用いて識別される。あるいは、又は加えて、データは、そ
の他のグラフィック特性、例えば、コントラスト、輝度、色相及び／又は飽和レベルによ
り識別され得る。値を識別するこれらのマップは、フィールドデータ（例えば電圧データ
）及び／又はソースデータ（例えば双極子密度又は電荷密度データ）の大きさを、例えば
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、各ビューにおける同一時点で同時に（例えばオーバーレイにより）あるいは、順次（例
えば、図を切り替えることにより）表すことができる。幾つかの実施形態において、図１
０に関して上述したように、心臓画像もフィールドデータ及び／又はソースデータと共に
、同時に又は順次に示される。心臓画像は、静的心臓画像（例えば、フィールド情報及び
／又はソース情報がその上に表示された心収縮末期又は拡張期末期の心臓画像）、あるい
は、動的心臓画像（例えば拍動している心臓画像）を含み得る。静的又は動的心臓画像は
、例えば、本発明の超音波トランスデューサから受信した信号に基づいて更新される画像
として定期的に更新され得る。
【０２２３】
　幾つかの実施形態において、フィールド情報（例えば、電圧情報）とソース情報（例え
ば、双極子密度又は表面電荷密度情報）とは、例えば、電圧データが「最下層」として表
示され且つ双極子密度データが部分的に透明に電圧データの「上に」表示されるときにオ
ーバーレイされる。このオーバーレイは、重ね合わされる色を混合する（「色素ベース混
合」）アルゴリズム、又は、その他の方法、例えば、輝度、コントラスト若しくはその他
の技術に影響を与える方法など、コンピュータによる色操作及び画像処理の当業者に公知
の方法を用いて行われ得る。操作者の指示若しくは入力、又は、コンピュータ（例えば図
６に示した心臓情報ディスプレイコントローラ６５０）により測定された状態の存在に応
答して、様々な層のオン／オフ、切り替え、カラースキームの修正、ビューの変更などが
可能である。各ビューの制御又は変更は、独立に行われても、あるいは、関連ペアとして
一緒に行われてもよい。各画像１１１１Ａ、１１１１Ｂの隣に、参照アイコン１１１２Ａ
、１１１２Ｂの３Ｄフレームが表示されており、これにより、提示される心臓画像の向き
（例えば、前方、後方、中央、側方、及びこれらの組合せ、画像診断にて使用される全て
の標準的な向き）をユーザが理解するのを補助する。
【０２２４】
　ビューの一方又は両方が、リアルタイム（又は近リアルタイム）の情報を表示でき、こ
れらの情報は、ビューに表示されるか又はその他で使用されるソース情報及び／又はフィ
ールド情報の変化に応答して動的に変化し得る。例えば、両方のビューに表示される情報
は、表示されたソース情報及び／又はフィールド情報（例えば、電圧、双極子密度、表面
電荷密度、温度、ｐＨなど）の、測定、検出、又は算出された変化に応答して動的に変化
し得る。このような変化を、ビューに使用される色、色相、強度、動的パターンなどを変
えることで表現できる。
【０２２５】
　この実施形態において、解剖学的な心臓ビューと連動して、心臓の電気的活動を表す心
電図（ＥＫＧ又はＥＣＧ）がＥＫＧ領域１１２０に表示される。様々な実施形態において
、ＥＫＧ領域１１２０と解剖学的画像１１１１Ａ，１１１１Ｂとは共に動的に変化し得る
。ＥＫＧ領域１１２０は、心臓の電気的活動を線追跡に変換してディスプレイに示す。様
々な実施形態において、ＥＫＧ領域１１２０は、ユーザによりオン／オフされ得る。
【０２２６】
　この実施形態において、ディスプレイは、本発明の超音波トランスデューサ、電極及び
／又は他のセンサから収集したデータを含む２つの表１１３２及び表１１３４を含む。デ
ータ（表１１３２に示すような）は、心室又はシステムの全体（定量的データ）を示し得
る。また、ユーザ（例えば医師）により選択されたカーソル位置又は領域に特有のデータ
（表１１３４に示されているような）も示し得る。この選択は、例えば、カーソルでボッ
クスを描くことにより、又は、図１１のカーソルＣ（＋）のようにカーソルを画像上に置
くことにより行われる。
【０２２７】
　幾つかの実施形態において、ディスプレイ１１１０は領域１１２１をさらに含む。領域
１１２１は、本発明の超音波トランスデューサ、電極及び／又は他のセンサ（例えば、上
述の図５Ｃの超音波トランスデューサ５５１、電極５４１）の１以上により提供される情
報を提供するように構成され得る。領域１１２１は、様々な患者情報、例えば、本明細書
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に記載したように算出された患者情報（本文以下「算出情報」）を提供できる。幾つかの
実施形態において、領域１１２１は、患者の生理パラメータに関連した量的及び／又は質
的な患者情報を含み、これらは、センサ情報により決定された（例えば、センサ情報の数
学的処理により決定された）算出情報を含む。算出情報は、以下から成る群から選択され
た患者情報を含み得る。すなわち、心室容積、心臓壁厚、平均心臓壁厚、心室寸法、駆出
率、心拍出量、心血流量、心筋収縮能、心臓壁運動、その他の心機能情報、心臓表面部位
の電圧、心臓表面部位での双極子状態、及びこれらの組合せである。これらの実施形態に
おいて、電圧及び／又は双極子情報が、１以上の電極により記録された信号から算出され
得る。これらの実施形態において、１以上の超音波トランスデューサからの信号を利用し
て心臓の幾何学情報を決定できる。１以上の超音波トランスデューサからの信号を分析す
ることにより、心室容積、平均心臓壁厚、心室寸法、駆出率、心拍出量、心血流量、心筋
収縮能、心臓壁運動、電圧、双極子状態、及び心臓壁厚のレベル又は状態を決定できる。
超音波トランスデューサにより記録された情報は、心臓の室及び壁部の幾何学的形状を動
的に画定するために用いられることができ、また、１以上のアルゴリズムが、これらの心
臓パラメータの定量的尺度を作成するために含まれることができ、以下の測定要素の必要
性をなくす。すなわち、心臓壁運動（例えば異常な壁運動）を測定するための経食道エコ
ー及び／若しくは経胸壁エコー（ＴＴＥ／ＴＥＥ）並びに／又は心腔内エコー（ＩＣＥ）
、心筋収縮能、心拍出量、及び／又は一回仕事量を測定するための機能的ＭＲＩ、代謝性
能を測定するための陽電子放出断層撮影（ＰＥＴ Ｓｃａｎ）及び／又は単光子放出コン
ピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ Ｓｃａｎ）、心拍出量を測定するための熱希釈カテーテ
ル及び／又はインピーダンス容積測定カテーテル、及び／又はこれらの組合せである。幾
つかの実施形態において、領域１１２１は、血圧、心拍数、心周期長、パルスオキシメト
リ、呼吸数、及びこれらの組合せから成る群から選択される患者情報を提供する。幾つか
の実施形態において、領域１１２１及び／又はディスプレイ１１１０のその他の領域に提
供される情報は、比較的連続的に経時的に（例えば少なくとも１０秒毎に）更新される。
幾つかの実施形態において、領域１１２１は心臓画像を含み、そして、以上に列挙したよ
うな心臓情報が心臓画像に関連して表示され得る（例えば、関連する心壁に関して心壁厚
が表示され、関連する心室内の心室容積が表示されるなど）。幾つかの実施形態において
、定量的情報は、数値形式（すなわち１以上の数字を含むディスプレイ１１１０のグラフ
ィック要素）で表示される。あるいは、又は加えて、定量的情報を、１以上のグラフィッ
ク要素、（例えば、折れ線グラフ、棒グラフ、及び／又は円グラフ）で示すことができる
。幾つかの実施形態において、領域１１２１及び／又はディスプレイ１１１０のその他の
領域にて提示される情報は、周期的ベースで、例えば、１分毎に１回、５分毎に１回、又
は１０分毎に１回更新される。領域１１２１に提示される情報は、経時的に収集された情
報に基づいた算出情報（例えば、合計、平均化、積分、微分、及び／又は、その他の方法
で１以上のアルゴリズムにより数学的に処理された患者情報）であり得る。患者情報は、
ソース情報（例えば、表面電荷密度情報の双極子密度）を含み得る。幾つかの実施形態に
おいて、１以上のアルゴリズムが、１以上の患者パラメータの平均値、中央値、最大レベ
ル、最小レベルを見つけ出す。幾つかの実施形態において、１以上のアルゴリズムが、算
出情報又は他の患者情報を閾値と比較して算出情報を生成する。例えば、特定のパラメー
タのレベルが閾値を超えている（例えば、最大閾値を上回っているか又は最小閾値を下回
っている）場合、システムは新しい状態（例えばアラート状態）に入り得る。幾つかの実
施形態において、閾値を超えた後、既に表示されている患者情報の外観が変化し得る。こ
れらは、色の変化（例えば赤に変化）及び／又はフォントの変化（イタリック体又はボー
ルド体に変化）などである。あるいは、又は加えて、閾値を超えたことをシステムの操作
者（例えば医師）に知らせるためにアラート（例えば、可聴アラート又は触覚アラート）
が作動され得る。
【０２２８】
　ここで図１２を参照すると、心臓のモデルを生成し、且つ心臓情報のグラフィック表示
をディスプレイスクリーン上に提示するための方法の実施形態のフローチャートが示され
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ている。方法１２００は、ディスプレイスクリーン上の心臓画像に関するソース情報（例
えば、双極子密度情報及び／又は表面電荷密度情報）を表示するステップを含む。その他
の情報、例えばフィールド情報（例えば、同一又は異なる心臓部位に関する電圧情報又は
他のフィールド情報）が、並べた配置で、重ね合わせた配置で、及び／又は、情報の２つ
のセットを同一場所で連続的に示す（例えば前後に切り替える）配置（交互配置）で表示
できる。幾つかの実施形態において、１以上の心臓パラメータが、上記の本発明のシステ
ム及び装置を利用して定量化され、又はその他の方法で決定される。決定される心臓パラ
メータは、心臓寸法（例えば、心室容積又は心臓壁厚）、心臓機能パラメータ（例えば、
駆出率又は心拍出量）及び／又は、心臓健康を含み得る。
【０２２９】
　ステップ１２１０において、本発明のカテーテルの遠位端が、１以上の身体部位、例え
ば患者の１以上の心室内に配置される。カテーテルは、少なくとも１つの電極及び少なく
とも１つの超音波素子を備えている。カテーテルは、カテーテルの遠位部分に配置された
１以上の電極を含み、これらの電極は、組織の電気的活動を記録し且つ／又はアブレーシ
ョンエネルギーを送達するように構成されている。ステップ１２２０において、解剖学的
情報、例えば組織の部位、組織の運動、組織の厚さ及び／又は組織の輪郭に関する情報が
、少なくとも１つの超音波素子（典型的には、上述のように超音波を送受信するように構
成された素子）を介して測定され得る。あるいは、又は加えて、位置及び／又は距離情報
、例えば、１以上の装置部品及び／又は組織部位に関する位置及び／又は距離情報が記録
され得る。ステップ１２３０において、１以上の組織部位に関するソース情報を、少なく
とも１つの電極を介して測定でき（例えば、心室上及び／又は心室内の複数部位から読み
取った電圧を記録することにより）、また、ソース情報を算出できる（例えば、上述のよ
うに双極子密度情報及び／又は表面電荷密度情報を算出する）。ステップ１２２０とステ
ップ１２３０とは、同時に行われても、又は逐次的に行われても、完全な若しくは部分的
ステップで行われても、また、どのような順番で実行されてもよい。ステップ１２２０と
ステップ１２３０とのいずれか又は両方を、２つ以上の別々の時間に行うことができる。
【０２３０】
　ステップ１２４０において、少なくともソース情報が、システムの操作者に、例えばデ
ィスプレイスクリーンを介して又は書面形態で提供される。幾つかの実施形態において、
心臓の静的画像（例えば、収縮末期又は拡張末期の画像）に関する情報が提供される。あ
るいは、又は加えて、完全な一心周期又は複数の心周期を示す動的な心臓画像のセットを
作成できる。これらは、患者の一連の治療処置（例えば、心房細動などの不整脈の治療に
行われる心臓アブレーション処置）の全体にわたり作成される。動的なソース情報のセッ
トをディスプレイスクリーン上に、動的な心臓画像のセットと同時に表示できる。幾つか
の実施形態において、ソース情報、フィールド情報、心臓画像情報、及び／又は心臓パラ
メータ情報は、メモリ、例えば、上述の図６のメモリ６８０に記憶される。これらの実施
形態において、記憶されている情報の再生を、ディスプレイスクリーンを介して操作者に
提供できる。
【０２３１】
　幾つかの実施形態において、記録された超音波反射及び電荷情報のさらなる解析が行わ
れる。さらなる解析は、以下から成る群から選択される心臓パラメータを決定することを
含み得る、すなわち、心室容積、心臓壁厚、平均心臓壁厚、心室寸法、駆出率、心拍出量
、心血流量、心筋収縮能、心臓壁運動、その他の心機能情報、心臓表面部位の電圧、心臓
表面部位の双極子状態、及びこれらの組合せである。これらの各々を操作者にディスプレ
イスクリーン上で提示できる（例えば、心臓の特定の組織部分に関する情報が提供され、
例えば、特定の心臓壁に関して壁厚情報が提供される）。あるいは、又は加えて、さらな
る解析は、組織部の診断及び／又は予後診断の作成を含むことができ、それらも同様に操
作者にディスプレイスクリーン上で提示され得る（例えば、心臓の特定の組織部分に関す
る情報が提供され、例えば、特定の心臓壁に関して心臓壁運動情報が提供される）。
【０２３２】
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　例えば、電気的情報が適正な電気的活動を示し、且つ解剖学的情報が適正な組織運動を
示す場合、健常組織の存在と相関し得る。また、電気的情報が適正な電気的活動を示し、
且つ解剖学的情報が不適正な組織運動を示す場合、虚血組織又は仮死組織の少なくとも一
方の存在と相関し得る。反対に、電気的情報が不適正な電気的活動を示し、且つ解剖学的
情報が適正な組織運動を示す場合、瘢痕化組織の存在と相関し得る。さらに、電気的情報
が不適正な電気的活動を示し、且つ解剖学的情報が不適正な組織運動を示す場合、完全ア
ブレーションの存在と相関し得る。完全アブレーションは、例えば、不整脈治療のために
行われた心臓アブレーションにおけるアブレーション（例えば、心房細動の治療のための
少なくとも左心房の組織の焼灼）である。幾つかの実施形態において、完全アブレーショ
ンは貫壁性アブレーションを含む。この用途において、ディスプレイスクリーン上に提示
される診断及び／又は予後診断が、患者の心臓組織内の貫壁性損傷形成の確認を含み得る
。これは、例えば、組織運動及び電気的活動の両方がなくなってしまったか又は閾値より
も低下してしまった場合である。
【０２３３】
　より詳細には、以下の４つのケースが存在すると判断できる、
　ケース１：電気的及び解剖学的に適正　―組織は健全である、
　ケース２：電気的に適正で解剖学に不適正　―組織に損傷あり、
　ケース３：電気的に不適正で解剖学的に適正　―組織に損傷あり、
　ケース４：電気的及び解剖学的に共に不適正　―組織壊死がある。
【０２３４】
　心臓の任意の１つの領域の電気的機能の適切性を判断するための実際の閾値は、活性化
されている細胞の活性化パターンと質量との調和度を含む多くの因子に依存する。そして
この閾値は、心臓の各室によっても、また患者の身体の大小によっても異なる。例えば、
０．５ｍＶの閾値が適切である場合、０．５ｍＶ未満の電位は、電気的機能が不適正であ
ると示すであろう。０．５ｍＶ以上の電位は、電気的機能が適正であると示すであろう。
幾つかの実施形態において、閾値は、本発明のシステムの１以上の制御部を介して調整可
能である。
【０２３５】
　幾つかの実施形態において、組織診断アルゴリズムは、医師が心臓細胞の電気的完全性
を評価することを可能にするように構成され得る。例えば、心臓細胞の機能状態を評価で
きる。一実施形態において、電気的情報は双極子密度情報を含む。あるいは、又は加えて
、電気的情報は、再分極情報又は再分極速度情報の少なくとも一方を含み得る。
【０２３６】
　幾つかの実施形態において、組織診断アルゴリズムは、１以上の超音波トランスデュー
サ（例えば、本発明のアレイ上の１以上の超音波トランスデューサ）からの記録を利用し
て、心臓の幾何学的形状の変化を示す算出情報を生成する。算出情報は心筋収縮能の測定
値を示すことができ、そして、不都合なレベルの心筋収縮能及び／又は心収縮能縮性の変
化が認識されてディスプレイ上に提示され得る。算出情報は、１以上の心室の容積の測定
値を示すことができ、そして、不都合なレベルの心室容積及び／又は心室容積の変化（例
えば、心房細動治療中に起こり得る左心房肥大）が認識されてディスプレイ上に提示され
得る。多数の形態の患者情報を、例えば、患者情報の経時的な変化の測定値を生成する算
出を介して評価できる。
【０２３７】
　ステップ１２１０～ステップ１２３０で収集された情報、及び／又は、収集された情報
から導出された若しくはこれらの情報に基づいてその他の方法で算出された情報は、例え
ば、図１１のディスプレイ１１１０の領域１１２１又は別の領域が、収集され且つ／又は
算出された情報を含む場合に操作者に提示され得る。
【０２３８】
　本発明の方法は、さらに、心臓組織を焼灼するか又は他の方法で処置する任意選択的な
ステップ１２５０を含む。この処置は、例えば、ソース情報、組織診断情報、及び／又は
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、ディスプレイスクリーン上に提示されるその他の情報に基づいて行われるアブレーショ
ンである。例えば、解剖学的情報が組織厚情報を含み、アブレーションエネルギーの大き
さ、又は、アブレーションエネルギーが送達される時間期間の少なくとも一方が、１以上
の超音波センサにより記録された組織厚情報に基づいて調整される。あるいは、又は加え
て、１以上のその他の治療処置が実行され得る。これらの治療処置において、様々な算出
情報及び／又は収集情報（例えば、解剖学的、生理的、治療装置、及び／又は治療処置の
情報）が操作者に、例えば、領域１１２１又は図１１のディスプレイ１１００の別の領域
が収集情報及び／又は算出情報を含む場合に提供できる。これらの情報は、組織厚情報、
組織収縮性情報、組織密度情報、組織温度情報、治療装置部品の温度情報（例えば電極の
温度）、エネルギー送達期間の情報、及びこれらの組合せを含むがこれらに限定されない
。幾つかの実施形態において、情報の変化は、情報を表示する方法の変化により反映され
る。例えば、組織領域に関する密度情報が、その組織領域のアブレーション中に、灰色又
はその他の色から、白色又はその他の灰色でない色に変化する。
【０２３９】
　最良の態様及び／又はその他の好ましい実施形態と考えられるものを以上に記載してき
たが、これらに様々な改変が行われ得ること、発明が様々な形態及び実施形態で実施され
得ること、そして、それらを多数の用途に適用でき、本明細書に記載されたのはそれらの
幾つかのみであることが理解されよう。以下の特許請求の範囲は、各請求項の範囲に含ま
れる全ての改変及び変更も含め、文字通りに説明されたもの及びその均等物の全てを権利
請求することを意図している。

【図１】

【図２】

【図３】
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