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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）無線周波信号のパルスを周期的に送信する電力送信器と、
（ｂ）動物の心臓を通って血液を流す該動物の血管に埋め込まれた、第一の電極及び第二
の電極と、
（ｃ）前記動物の血管に埋め込まれた血管ステントと、
を備えた心臓ペーシング装置において、
（イ）前記血管ステントには、前記電力送信器から送信された前記無線周波信号及び前記
心臓から発せられた心臓信号を受信するピックアップ装置と、前記ピックアップ装置に接
続された信号回路とが設けられ、
（ロ）前記信号回路には、前記無線周波信号からの電気エネルギーを用いて該信号回路に
よって充電される蓄電器が設けられ、そして、
（ハ）前記ピックアップ装置によって検出された前記心臓信号に応答して、前記第一の電
極と前記第二の電極との間に刺激電圧パルスが印加されて前記心臓が収縮されるように、
前記信号回路が構成されている
ことを特徴とする、動物の心臓の収縮を人工的に刺激する心臓ペーシング装置。
【請求項２】
　前記第一の電極が前記血管ステントに取り付けられていることを特徴とする請求項１に
記載の心臓ペーシング装置。
【請求項３】
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　前記第二の電極が前記血管ステントから離間して前記動物の血管に埋め込まれているこ
とを特徴とする請求項２に記載の心臓ペーシング装置
【請求項４】
　前記蓄電器がコンデンサで構成されていることを特徴とする請求項１に記載の心臓ペー
シング装置。
【請求項５】
　前記ピックアップ装置がコイルで構成されていることを特徴とする請求項１に記載の心
臓ペーシング装置。
【請求項６】
　前記信号回路には、
　前記無線周波信号のパルスを検出するのに応答して前記蓄電器を充電するとともに、前
記心臓信号を検出するのに応答してトリガー信号を生成する、前記ピックアップ装置に接
続された弁別器と、
　前記トリガー信号に応答して前記第一の電極と前記第二の電極の間に前記刺激電圧パル
スを印加する、前記弁別器及び前記蓄電器に接続された、パルス回路と、
が設けられていることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の心臓ペーシ
ング装置。
【請求項７】
　前記電力送信器から送信された前記無線周波信号と前記心臓から発せられる前記心臓信
号とが、それらの信号波形の差異に基づいて、前記弁別器によって識別されることを特徴
とする請求項６に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項８】
　前記電力送信器から送信された前記無線周波信号の各パルスが、前記心臓から発せられ
る前記心臓信号の立ち上がりより長い立ち上がり時間を有するものとされていることを特
徴とする請求項１に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項９】
　前記電力送信器から送信された前記無線周波信号のパルスと前記心臓信号のパルスとが
、非同期とされていることを特徴とする請求項１に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項１０】
　前記血管ステントに接続された第三の電極が前記動物に埋め込まれて設けられ、そして
、前記信号回路によって前記第三の電極に電圧パルスが印加されることを特徴とする請求
項１に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項１１】
　無線周波信号のパルスを周期的に送信する電力送信器と、動物の心臓を通って血液を流
す該動物の動脈又は静脈に埋め込まれた第一の電極及び第二の電極と、前記動物の動脈又
は静脈に埋め込まれた血管ステントと、を備えた、動物の心臓の収縮を人工的に刺激する
心臓ペーシング装置であって、
（イ）前記血管ステントが、その本体部、その本体部に取り付けられたペーシング信号回
路、及び、前記無線周波信号と動物の心臓から発せられる心臓信号とを受信するピックア
ップコイル、を有し、
（ロ）前記第一の電極が、前記血管ステントの前記本体部に取り付けられているとともに
、前記第二の電極が、前記血管ステントから離隔して前記動物の動脈又は静脈に埋め込ま
れ、そして、
（ハ）前記ペーシング信号回路が、蓄電器、前記無線周波信号のパルスが検出されるのに
応答して前記蓄電器を充電するとともに前記心臓信号を検出するのに応答してトリガー信
号を生成する前記ピックアップコイルに接続された弁別器、並びに、前記第一の電極及び
前記第二の電極の間に刺激電圧パルスが印加されて前記心臓が収縮されるように構成され
て前記弁別器及び前記蓄電器に接続された、パルス回路、を有している
ことを特徴とする心臓ペーシング装置。
【請求項１２】
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　前記血管ステントの前記本体部が、前記動脈又は静脈内において、第一の断面サイズか
ら第二の断面サイズに拡張可能とされていることを特徴とする請求項１１に記載の心臓ペ
ーシング装置。
【請求項１３】
　前記第一の電極が、前記血管ステントの前記本体部を取り囲む導電性リングとされてい
ることを特徴とする請求項１１に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項１４】
　前記蓄電器がコンデンサである請求項１１に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項１５】
　前記電力送信器から送信された無線周波信号と、前記心臓から発せられる前記心臓信号
とが、それらの信号波形の差異に基づいて、前記弁別器によって識別されることを特徴と
する請求項１１に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項１６】
　前記電力送信器から送信された前記無線周波信号の各パルスが、前記心臓から発せられ
る前記心臓信号の立ち上がりより長い立ち上がり時間を有するものとされていることを特
徴とする請求項１５に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項１７】
　前記電力送信器から送信された前記無線周波信号のパルスと、前記心臓から発せられる
前記心臓信号のパルスとが、非同期とされていることを特徴とする請求項１１に記載の心
臓ペーシング装置。
【請求項１８】
　前記ペーシング信号回路に接続された第三の電極が前記動物の動脈又は静脈中に埋め込
まれて設けられ、そして、前記パルス回路によって前記第一の電極と前記第三の電極の間
に電圧パルスが印加されることを特徴とする請求項１１に記載の心臓ペーシング装置。
【請求項１９】
　前記血管ステントに接続された第三の電極が前記動物の動脈又は静脈中に埋め込まれて
設けられ、そして、前記ペーシング信号回路によって前記第二の電極と前記第三の電極の
間に電圧パルスが印加されることを特徴とする請求項１１に記載の心臓ペーシング装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は心収縮を促進するため心臓組織にエネルギーを送る埋め込み型医療装置に関し
、より詳細には、静脈又は動脈に埋め込み可能な心臓ペーシング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自然の心臓搏動が遅くなりあるいは中断した人々に対する治療手段は、心臓ペーシング
装置を埋め込むことである。心臓ペーシング装置は心臓を刺激して規則的なペースで拍動
させる小さな電子装置である。
【０００３】
　一般的に心臓ペーシング装置は患者の胸に埋め込まれ、心収縮に伴う電気インパルスを
検出するセンサ電極を有する。これらの検出されたインパルスは分析されて不規則な心臓
搏動が生じる時期を判断し、その結果パルス発生器が電気パルスを発するよう駆動される
。ワイヤは特定の心筋に隣接して設置されたパッチ型の刺激電極にこれらのパルスを送り
、電気的に刺激が与えられると心腔を収縮する。心腔を収縮させるには、該刺激電極を適
切に配置することが重要である。
【０００４】
　最新の心臓ペーシング装置は、患者の活動レベルに応じた心拍数に合うよう刺激が調整
され、それによって心臓の自然な動きを模倣している。パルス発生器は心臓の洞結節の活
動を検出することによって、もしくは体動又は呼吸数が示すその他のセンサシグナルに応
じてそのレートを修正する。
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【０００５】
　米国特許第６，４４５，９５３号は、患者の体外に取り付けでき、不規則又は弱い心臓
の動きを検出するペーシング装置を有する心臓ペースメーカを記載している。このケース
では、ペーシング装置が無線周波信号を発信し、患者の心臓の静脈又は動脈中に埋め込ま
れたステントに取り付けられた回路によって該信号が受信される。特に、無線周波信号は
ステントのアンテナに電圧パルスを誘起し、該パルスをステントの１対の電極間に印加し
、それによって隣接筋組織を刺激して心臓を収縮する。この心臓ペーシング装置は他のタ
イプのペースメーカより優れた利点をいくつか有するが、心臓が刺激を必要とする時期を
外部ペーシング装置が検出するには、検出電極を患者の胸に配置する必要がある。
【発明の開示】
【０００６】
　動物の心収縮を人工的に促進する心臓ペーシング装置を提供する。この装置は電力送信
器を備え、該電力送信器は、できれば動物の静脈又は動脈中に埋め込まれる血管電極ステ
ントに無線周波信号のパルスを周期的に送信する。
【０００７】
　血管電極ステントは、無線周波信号及び心臓の洞結節から発信される心臓信号を受信す
るピックアップ装置、例えばワイヤのコイルなどから構成される。ペーシング信号回路は
ピックアップ装置及び動物の細胞組織に接触する１対の電極に接続される。ペーシング信
号回路は無線周波信号からの電気エネルギーによって充電される蓄電器を有する。心臓信
号を検出するのに応答して、ペーシング信号回路は１対の電極間に刺激電圧パルスを印加
して心収縮を引き起こす。
【０００８】
　血管電極ステントの好ましい実施形態では、該ペーシング信号回路は弁別器及びパルス
回路を備える。該弁別器はピックアップ装置に接続され、無線周波信号のパルスを検出す
るのに応答して蓄電器の充電を制御する。該弁別器が心臓信号を検出するとトリガー信号
が生成され、その結果パルス回路は１対の電極間に刺激電圧パルスを印加する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　初めに図１を参照すると、心臓１２を電気的に刺激して心臓を収縮するペーシング装置
１０は、電力送信器１４及び血管電極ステント２０を有する。電力送信器１４は、好まし
くは患者の胸近くの体外に設け、血管電極ステント２０によって受信される無線周波信号
１６を発信する。また別の方法では、該電力送信器１４を患者に埋め込んでも良い。以下
より詳細に説明するように、無線周波信号１６を受信することで電極ステントの回路に電
力を供給する。血管電極ステント２０は、洞結節に近接して心臓を通って血液を流す動脈
又は静脈１８中に設けられる。例えば、血管電極ステント２０は　　静脈中に設けても良
い。
【００１０】
　図２を参照すると、電力送信器１４はタイミング回路２４及びアンテナ２６に接続され
た無線周波（ＲＦ）送信機２２を備えている。ＲＦ送信機２２及びタイミング回路２４は
何れも電池２８により電力供給される。タイミング回路２４はＲＦ送信機２２を制御し、
無線周波信号１６の周期的なパルスを発信する。例えば図４Ａに示したように、該パルス
は比較的遅い立ち上がり及び立ち下がりを有し、このため信号レベルは徐々に増加及び減
少する。
【００１１】
　図３に示したように、電極ステント２０は、狭い静脈又は動脈を拡張するのに用いられ
る良く知られた拡張性血管ステントに類似した本体部３０を備えている。かかる血管ステ
ントは通常管状形状を有し、患者の血管に自由に通すことができる比較的小さな径に縮め
られる。電極ステント２０を埋め込む処置は、従来の血管ステントに用いる処置と同様で
ある。例えば、標準的なカテーテルの端部にあるバルーンを、縮めた形にして血管電極ス
テント２０中に挿入する。このアセンブリを、切り口を通って患者の皮膚に近い静脈又は
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動脈中に挿入し、血管系を通って心臓１２の洞結節近くの適切な位置に押し込む。その後
、カテーテルのバルーンを膨らませて血管電極ステント２０を拡張し、これによって該電
極ステントを静脈又は動脈の壁に埋め込む血管１８をわずかに拡張する。そしてバルーン
をしぼませ、患者からカテーテルが取り除かれ、切り口が閉じられる。あるいは、本体部
３０として自己拡張ステントを用いても良い。血管１８がわずかに拡張していること及び
電極ステントの本体部が管状にデザインされていることから、血液を該血管電極ステント
２０を通して比較的スムーズに流すことができる。
【００１２】
　図３及び４を参照すると、血管電極ステント２０はペーシング信号回路３２及び本体部
３０の周囲に巻かれたワイヤコイル形状のピックアップ装置３４を有する。リング形状の
第一の電極３６は本体部を取り囲んでいる。ペーシング信号回路３２はピックアップ装置
３４に接続されたパルス弁別器３８を備える。以下記載するように、該パルス弁別器３８
は、心臓の洞結節における電気的事象によってピックアップ装置に誘起される電気パルス
と、電力送信器１４からのＲＦ信号１６によってピックアップ装置に誘起される電気パル
スとを識別する。この識別は、図４ＡのＲＦ信号１６及び図４Ｂの洞結節からの心臓信号
に示したように、それぞれの信号波形の形状及びこれら波形のパルスに基づきなされる。
ＲＦ信号は比較的長パルスで、緩やかな立ち上がり及び立ち下がりを有する。一方、心臓
信号の電気パルスは非常に短パルスで急峻な立ち上がり及び立ち下がりを有する。また該
パルス弁別器３８は、両タイプのパルスがちょうど合致する時間を検出することもできる
。
【００１３】
　パルス弁別器３８は、ＲＦ信号パルスが検出されるたびに該信号のエネルギーを用いて
蓄電コンデンサ４０を充電する。該コンデンサは血管電極ステント２０の回路に電力を供
給する。該コンデンサにはその他のタイプの蓄電器を用いても良い。無線周波信号は血管
電極ステントに電力を供給するもので、従来の無線ペースメーカとは違い心刺激を誘発す
るものではない。
【００１４】
　心臓１２の洞結節は電気的な心臓信号を発信し、該心臓信号が心腔の収縮を引き起こす
。該心臓信号は心臓を通って心房を収縮する筋組織に至る通信網中を細胞から細胞へ伝達
する。また、この信号は別の通信網に沿って房室（ＡＶ）結節に達するまで伝播もする。
該房室結節は心房と心室間の心臓の中央に位置する細胞群である。該房室結節は、心室に
心臓信号を伝達する前の電流の流れを遅延する弁として機能する。この遅延によって、心
室を刺激する前に心房を十分収縮する機会が確保される。
【００１５】
　洞結節に近接して血管電極ステント２０を配置するため、図４Ｂに示したように、心臓
信号の発信は血管電極ステント２０のピックアップ装置又はコイル３４に電流パルスを誘
起もする。パルス弁別器３８は、図４Ａに示したＲＦ信号パルスに比べて、該パルスの急
峻な立ち上がり時間を心臓信号によって発生されたものであると認識する。心臓信号が検
出されると、パルス弁別器３８はパルス回路４２にトリガー信号を発する。該パルス回路
４２は、図５Ｃに示したように、心収縮を促進する電圧パルスを生成する従来の心臓ペー
シング装置に使用された回路と同様のものである。特に、駆動すると、該パルス回路４２
は、コンデンサ４０の電荷を使用してステント本体部を取り囲む第一の電極３６と、血管
電極ステント２０から遠隔の第二の電極４４の間に印加される電圧パルスを発生する。
【００１６】
　図３に示したように、第二の電極４４は心臓の別部分にある血管４６の壁に固定され、
該血管を通って伸びている細い絶縁線４８によってパルス回路４２と接続されている。該
第二電極４４を比較的小さなサイズとすることで、血管電極ステント２０よりかなり小さ
な血管４６中に該第二電極を配置することができる。この結果、第二電極４４は心臓血管
系や心臓１２の所望位置を収縮する筋組織に近接する様々な位置に配置することができる
。
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　第二電極４４が心房と心室の何れの収縮を促進するため設けられているかによって、パ
ルス回路４２はパルス弁別器３８からのトリガー信号を受信したあと、所定時間遅延させ
てから第一の電極及び第二の電極に電圧パルスを印加する。そのため、筋刺激のタイミン
グは、自然に生じる心房又は心室の収縮によって起こる該遅延時間に合致している。この
遅延時間は埋め込み処理中外科医によってパルス回路４２にプログラムされ、第二電極の
位置に依存するものである。
【００１８】
　血管電極ステント２０の別の例では、例えば第三の電極５０等の一以上の追加電極を別
の心臓血管５２に埋め込み、心臓の更に別の部分を刺激することができる。この場合、個
々の電圧パルスは第一の電極３６ならびに追加電極４４及び５０それぞれの間に印加され
、心臓の別の部分の収縮を別個に刺激することができる。また、刺激パルスは、第一の電
極３６を使用せず、第二の電極４４と第三の電極５０の間に印加しても良い。
【００１９】
　以上の説明は主に本発明の好ましい実施形態に関するものである。本発明の範囲内の様
々な代替案のいくつかについて言及したが、本発明の実施形態の開示から現時点において
明らかである更なる代替案を当業者は容易に想到し得るであろう。従って、本発明の範囲
は添付の特許請求の範囲から判断すべきであり、上記開示によって制限されるべきではな
い。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】医療患者に取り付けた心臓ペーシング装置を示す図である。
【図２】心臓ペーシング装置用の電力送信器の回路図である。
【図３】血管電極ステント及び第２の電極が埋め込まれた心臓血管の等尺断面図である。
【図４】図２に示した血管電極ステントの電気回路のブロック図である。
【図５Ａ－Ｃ】心臓ペーシング装置における三つの電気信号の波形図である。
【符号の説明】
【００２１】
１０　　ペーシング装置
１２　　心臓
１４　　電力送信器
１６　　無線周波信号
１８，４６，５２　　血管
２０　　血管電極ステント
２２　　無線周波（ＲＦ）送信機
２４　　タイミング回路
２６　　アンテナ
２８　　電池
３０　　本体部
３２　　ペーシング信号回路
３４　　ピックアップ装置
３６　　第一の電極
３８　　パルス弁別器
４０　　コンデンサ
４２　　パルス回路
４４　　第二の電極
４８　　絶縁線
５０　　電極
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