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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動物の体内で情報を通信するためのシステムであって、前記システムは、
　（ａ）信号を送信するように構成された送信器（５００）を含む第１の医療機器（２０
４、２０５、２０６）であって、前記第１の医療機器は、摂取可能な機器である、第１の
医療機器と、
　（ｂ）前記送信された信号を受信するように構成された受信器を含む第２の機器（２０
４、２０５、２０６）であって、前記信号は、前記第１の医療機器によって生成されたデ
ータを含み、もしくは、前記信号は、前記第１の医療機器の識別子を含む、第２の機器と
　を含み、
　前記送信器は、３０ＭＨｚ以下のオーダーの周波数を有する電界内での患者の体への前
記送信器の準静電近接場結合を介して準静電信号を送信するように構成されており、前記
受信器は、前記送信された準静電信号を前記患者の前記体への前記準静電近接場結合を介
して受信するように構成されており、前記第１の医療機器は、丸薬（１１０２）内に配置
された集積回路を含み、前記集積回路の裏面は、第一の金属（１１０３）で部分的に被覆
され、前記集積回路の前面の一部は、第二の金属（１１０４）と、前記集積回路を囲む少
なくとも１つの外層とで被覆され、前記外層は、胃液中で溶解し、その結果、前記外層の
溶解は、逆電気分解に対して前記第一の金属と前記第二の金属とを暴露し、前記集積回路
に動力を生成し、前記第１の医療機器の識別子を前記第２の機器に送信することを特徴と
する、システム。
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【請求項２】
　前記第２の機器は、移植可能な機器である、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１の医療機器は、
　（ａ）電源（１０２）と、
　（ｂ）前記電源に結合され、前記信号を生成するように構成された信号生成回路であっ
て、前記信号生成回路は、アンテナに結合された発振器（５０４）を含む、信号生成回路
と、
　（ｃ）前記信号生成回路に結合され、前記体への前記準静電近接場結合を介して前記信
号を送信するように構成されたアンテナ（５０８）であって、前記アンテナは、間隙によ
って隔てられた一対の電極を含む、アンテナ（５０８）と
　を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記電源は、電池を含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記電源は、
　（ｉ）エネルギー源からのエネルギーを前記体への準静電近接場結合を介して受信する
ようにさらに構成されたアンテナ（５０８）と、
　（ｉｉ）前記受信されたエネルギーを電力に変換するように構成された変換回路と
　を含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記発振器（５０４）は、約１０ＭＨｚ以下の周波数で動作するように構成されている
、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第２の機器は、前記受信された信号を前記患者の外部にある二次的な受信器に再送
信するようにさらに構成されており、前記二次的な受信器は、ＲＦ受信器であり、かつ、
無線周波数（ＲＦ）送信器を含み、前記第２の機器は、前記受信された情報を前記二次的
な受信器に再送信するように構成された経皮ワイヤを含み、前記二次的な受信器は、前記
患者の内部にあり、前記第２の機器は、ペースメーカーである、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記システムは、
　（ｉ）前記患者の前記体への前記準静電近接場結合を介して信号を送信すること
　（ｉｉ）前記送信された信号を前記患者の前記体への前記準静電近接場結合を介して受
信すること
　のうちの少なくとも一方を行うように構成された第３の機器を少なくとも含む、請求項
１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１の機器は、センサを含み、前記センサは、血流センサであり、前記血流センサ
は、抵抗センサを含み、前記血流センサは、電磁式血流センサを含み、前記第１の機器は
、エフェクタを含み、前記エフェクタは、電極を含む、請求項１～８のうちのいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記信号生成回路は、
　（ｉ）前記アンテナ上で時変電位を駆動するように結合されたドライバ（５０６）であ
って、前記発振器は、該ドライバに結合された出力を有する、ドライバ（５０６）と、
　（ｉｉ）前記発振器の出力の周波数を変調することにより、前記情報を符号化するよう
に構成された変調器、もしくは、前記発振器の出力の位相を変調することにより、前記情
報を符号化するように構成された変調器、もしくは、前記発振器の出力の振幅を変調する
ことにより、前記情報を符号化するように構成された変調器と
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　をさらに含む、請求項４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　米国特許法第１１９条（ｅ）に従って、本出願は、米国仮特許出願第６０／７１３，８
８１号（２００５年９月１日出願）；米国仮特許出願第６０／７１３，６８０号（２００
５年９月１日出願）；および、米国仮特許出願第６０／７３９，１７４号（２００５年１
１月２３日出願）の出願日に対する優先権を主張する。これらの出願の開示は、本明細書
において、参考により援用される。
【０００２】
　（導入）
　（発明の分野）
　本発明は、医療装置および医療方法に関し、特に、患者等の有機体内において無線で情
報を通信するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　ペースメーカおよびその他の移植可能な医療機器は、現在の医療制度において広く使用
されている。一般的なペースメーカは、心筋と接触して設置された刺激電極と、心筋の動
きを検出するために設置された検出電極と、検出電極から受信された信号に基づいて刺激
電極を動作させるための制御回路とを含む。したがって、ペースメーカは、異常な（例え
ば、不規則な）動きを検出し、正常な動きを回復させるため、心臓に電気パルスを送るこ
とができる。
【０００４】
　現在使用されているほとんどのペースメーカにおいて、制御回路は、「缶」つまり胸部
心臓付近に移植された小型機器内に収容されている。缶は一般に、当該缶と、従来のペー
スメーカ制御「ペン型スキャナ」等の外部機器との間における通信を可能にするラジオ周
波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；ＲＦ）送信および／または受信回路も含み得る
。医師は、外部機器を動作させることにより、ペースメーカからデータを取得する、およ
び／またはその制御設定を再プログラムすることができる。ペースメーカは概して、４０
５ＭＨｚ前後の電磁スペクトルの周波数帯域、つまり、医療機器使用のために連邦規則に
よって指定された帯域において、データの送受信を行う。
【０００５】
　当該技術分野においては、種々のその他の移植可能なまたは摂取可能な医療機器も知ら
れている。そのような機器は、患者の臓器の構造および／または機能に関する情報を収集
するセンサを含む。例えば、患者の胃腸管を撮像することができる摂取可能なカプセルが
知られている。背痛および関連の病気を治療するために使用される神経刺激装置等、その
他の機器は、例えば電気パルスを送ることにより、生理作用に影響を及ぼすことができる
。いくつかの摂取可能なまたは移植可能な機器は、外部機器とリアルタイムで通信するこ
とができる。例えば、いくつかのそのような機器は、適切な外部センサを使用して、患者
の体内における当該機器の場所を医師が所与の時点で検出できるようにする磁気誘導コイ
ルを含み、動作原理はＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ；無線通信による識別技術）タグのものと同様である。その他の機器として、
ペースメーカにおいて使用されるものと同様のＲＦ送信器および／または受信器が挙げら
れる。
【０００６】
　外部から検出されるのに十分強い信号を生成するために、ＲＦ対応医療機器では、数ミ
リワットもの動力および比較的長いアンテナ（通常、少なくとも数センチメートル）が必
要である。これらの要件により機器のサイズの下限が決められるため、当該機器は多くの
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用途について非実用的となる。
【０００７】
　以上から、移植可能な医療機器と通信するための代替技術を提供することが望ましいと
考えられる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（概要）
　本発明は、便利な小型の、それにもかかわらず体内で互いに有効に通信する通信機器で
構成され得る、移植可能なシステムを初めて可能にするものである。したがって、診断お
よび治療用途の両方を含む多数の異なる用途に適応する、移植可能な通信プラットフォー
ムが提供される。本発明の実施形態にしたがって、システムの個別コンポーネントのサイ
ズが小型化したこと、および、当該コンポーネントの、体を通って無線で互いに有効に通
信する能力によって、これまで不可能であった多数の異なる用途が可能となる。
【０００９】
　本発明の一態様によると、患者の体内で情報を通信するためのプラットフォームは、第
一の機器および第二の機器を含む。第一の機器は、患者の体との準静電結合を介して動力
および／または情報を送信するように構成された送信器を含む。第二の機器は、患者の体
との準静電結合を介して、送信された動力および／または情報を受信するように構成され
た受信器を含む。伝送周波数は、対応する波長が患者の体よりも大幅に大きいようなもの
が選択される。例えば、１００ｋＨｚの周波数は、一般的なヒト患者の身長の１００倍を
超えるほど長い３００メートルの波長に対応する。いくつかの実施形態において、周波数
は、所望の患者の体における最大寸法、例えば身長の、１００倍超を含む、５０倍超長い
等、１０倍を超えるほど長い波長を提供するために選ばれる。第一の機器が情報を送信す
る場合、患者の体の外部にある位置、例えばＲＦ信号通信を介して外部ペン型スキャナへ
、または、患者の内部にある位置、例えば内部受信器へ、情報を再送信するように第二の
機器を構成してもよい。
【００１０】
　本発明の別の態様によると、患者の体内で使用するための通信機器は、電源と、信号生
成回路と、アンテナとを含む。信号生成回路は、電源に結合され、信号を生成するように
構成される。アンテナは、信号生成回路に結合され、患者の体との準静電結合を介して信
号を送信するように構成される。
【００１１】
　本発明のさらに別の態様によると、患者の体内で情報を通信するための方法が提供され
る。送信器ユニットのアンテナが体と接触しているような送信器ユニットが、患者の体内
に配置される。送信器は準静電信号を生成するように動作され、当該準静電信号は受信器
を使用して検出される。受信器は、有利には、少なくとも部分的に患者の体の内部にある
。
【００１２】
　本発明のさらなる態様は、上述したシステムの機器の１つ以上に存在し得る、または、
リードプラットフォーム、例えば多重リード等、その他のプラットフォームに存在し得る
、流量センサを含む。
【００１３】
　以下の詳細な説明は、添付の図面と共に、本発明の性質および利点のより良い理解を提
供するであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（詳細な説明）
　上記で要約したように、本発明は、これまで不可能であった機器構成および用途を可能
にする固有のフォーマットを使用して互いに（例えば、一方向または双方向）無線で通信
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する、移植可能なシステムを提供する。本発明の実施形態は、移植可能な医療機器と情報
を交換するための通信装置および方法を提供する。いくつかの実施形態において、長波長
／低周波電磁帯における準静電信号伝送を使用し、患者の体が導電媒体として作用して、
２つの移植可能な機器が互いに通信する。一実施形態において、信号は、約１００ｋＨｚ
の周波数、およそ３００メートルの波長を有する。機器の１つは、従来のペン型スキャナ
等の外部機器と通信するためのさらなるＲＦ回路を装備していてよい。あるいは、機器の
１つは、患者の皮膚を介して準静電信号を検出および／または生成することができる電極
を含む外部機器であってもよい。
【００１５】
　Ｉ．プラットフォーム概観
　図１は、本発明の一実施形態による、医療診断および／または治療プラットフォーム１
００のブロック図である。プラットフォーム１００は、動力源１０２と、遠隔機器１０４
と、データコレクタ１０６と、外部記録装置１０８とを含む。動作中、遠隔機器１０４は
、患者の体内に設置（例えば、摂取または移植）され、患者の体の内部または外部に位置
付けられてよい動力源１０２から動力を受信する。
【００１６】
　以下の第ＩＩ節でさらに説明する遠隔機器１０４は、センサ、エフェクタおよび／また
は送信器ユニットの任意の組み合わせを含み得る、電子、機械、または電気機械機器であ
る。センサユニット（第ＩＩ節Ａ）は、遠隔機器１０４が移植された患者の生理的状態に
関連する種々のパラメータを検出および計測する。エフェクタユニット（第ＩＩ節Ｂ）は
、遠隔機器または外部コントローラ内にあるセンサユニットの制御下で、患者の体におけ
る何らかの性状または生理的過程に影響を及ぼす措置を実行する。送信器ユニット（第Ｉ
Ｉ節Ｃ）は、例えばセンサユニットからの計測データを含む信号、または、遠隔機器のエ
フェクタ作用もしくは存在のみを示すその他の信号を、データコレクタ１０６へ送信する
。いくつかの実施形態において、伝送は無線で実行される。
【００１７】
　以下の第ＩＩＩ節でさらに説明する動力源１０２は、遠隔機器１０４に送られ得る電力
の任意のソースを含んでもよい。いくつかの実施形態において、動力源１０２は、遠隔機
器１０４に組み込まれた電池または同様の内蔵型動力源であってもよい。その他の実施形
態において、動力源１０２は、患者の体の外部にあり、動力を無線で送る（例えば、第Ｉ
ＩＩ節Ａ参照）。
【００１８】
　以下の第ＩＶ節でさらに説明するデータコレクタ１０６は、患者内または外部に移植さ
れ、患者の皮膚に接続されることができる。データコレクタ１０６は、遠隔機器１０４内
にある送信器ユニットから信号を検出する受信器アンテナと、受信された情報を格納、処
理、および／または再送信するように構成された制御論理とを含む。遠隔機器１０４が送
信器を含まない実施形態では、データコレクタ１０６を省略してもよい。
【００１９】
　外部記録装置１０８は、収集されたデータおよび関連情報（例えば、データコレクタ１
０６内における処理活動の結果）を従事者に利用しやすくする任意の機器を使用して実装
され得る。いくつかの実施形態において、データコレクタ１０６は、患者またはヘルスケ
ア従事者によって直接読み出される、または格納データを読み出すコンピュータと通信可
能に接続されることができる外部コンポーネントを含み、当該外部コンポーネントは、外
部記録装置１０８としての役割を果たす。その他の実施形態において、外部記録装置１０
８は、例えば４０５ＭＨｚ帯域におけるＲＦ結合を使用して体内ペースメーカ缶またはそ
の他のデータコレクタと通信する従来のペースメーカのペン型スキャナ等の機器であって
もよい。データコレクタ１０６と外部機器との間の通信について、以下の第ＩＶ節で説明
する。
【００２０】
　プラットフォーム１００は、移植可能な医療機器としてみなされ得る任意の数の動力源
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１０２および遠隔機器１０４を含むことができる。いくつかの実施形態において、患者の
ための種々の診断および／または治療活動を実行するために、患者の体内にセンサ／エフ
ェクタネットワーク（システム）が生成され得る。例えば、図２は、体内の種々の位置に
複数の遠隔機器２０４、２０５、２０６が移植された患者２００を示す。遠隔機器２０４
、２０５、２０６は、同じ機器の複数のインスタンスであってもよく、パラメータの局所
的な変動を計測および／または種々のアクションを局所的に実行することを可能にする。
あるいは、遠隔機器２０４、２０５、２０６は、センサ、エフェクタ、および送信器の任
意の組み合わせを含む、異なる機器であってもよい。いくつかの実施形態において、各機
器は、（ｉ）患者の体との準静電結合を介して信号を送信すること、および（ｉｉ）患者
の体との準静電結合を介して、送信された信号を受信すること、のうち少なくとも１つを
行うように構成される。所与のシステム内にある遠隔機器の数は変動してよく、２以上、
３以上、５以上、約１０以上、約２５以上、約５０以上等であってもよい。データコレク
タ２０８はアンテナ２１０を装備し、遠隔機器２０４、２０５、２０６によって送信され
た信号を検出する。遠隔機器は信号を無線で有利に送信するため、患者の体にワイヤを通
すのが困難であることによってプラットフォームの用途が限定されるものではない。むし
ろ、明らかになるように、患者の体内における遠隔機器の数および設置は、望ましい位置
に移植され得るスケールの機器を製造する能力によってのみ限定される。センサネットワ
ークの特定の例について、以下の第ＶおよびＶＩ節において説明する。
【００２１】
　以下の考察は、ある患者に関して提供されるものである。本願において使用する場合、
「患者」という用語は、動物等の生物をいう。いくつかの実施形態において、動物は「哺
乳類」または「哺乳動物」であり、ここでこれらの用語は、肉食目（例えば、イヌおよび
ネコ）、ネズミ目（例えば、マウス（小型ネズミ）、テンジクネズミ、およびラット（大
型ネズミ））、ウサギ目（例えば、ウサギ）、ならびに霊長目（例えば、ヒト、チンパン
ジー、およびサル）を含む、哺乳網の有機体を表現するために広く使用される。いくつか
の実施形態において、被検体、例えば患者は、ヒトである。
【００２２】
　ＩＩ．遠隔機器
　本願で使用する場合、「遠隔機器」という用語は、例えば移植または摂取によって患者
の体内に入り、体内にある間に、診断的および／または治療的重要性を持ついくつかの作
用を実行することができる、任意の電子、電気機械、または機械機器を含む。いくつかの
実施形態において、遠隔機器は、体の内部または外部にある他の部分に位置付けられたそ
の他任意の機器との有線接続を必要としない。
【００２３】
　遠隔機器は、望ましい生理的機能を妨害することなく動作するよう、適切なサイズ、形
状、および構成にされていれば、体内のどこに位置付けられていてもよい。遠隔機器を位
置付けることができるエリアの例として、胃腸管の内部または外部、尿道の内部または外
部、生殖器官の内部または外部、血管の内部または外部、種々の臓器（例えば、心臓、脳
、胃等）の内部または外部、手術部位もしくは創傷位置またはその付近、腫瘍部位または
その付近、腹腔内、関節内またはその付近等を含むがこれらに限定されない。
【００２４】
　本発明の範囲内において、遠隔機器の異なる実施形態によって異なるアクションを実行
することができる。本明細書の目的のために、これらのアクションは、遠隔機器内の異な
る「ユニット」－生理的機能の何らかの性状を計測するセンサ、生理的機能の何らかの性
状に影響を及ぼすアクションを実行するエフェクタ、および遠隔機器からデータコレクタ
へ情報を送信する送信器－として特徴付けられる。以下の節では、各種のユニットの例に
ついて説明する。遠隔機器の所与の実施形態は、これらのユニットのあらゆる組み合わせ
および一種類のユニットについて任意の数のインスタンスを含み得ることを理解すべきで
ある。
【００２５】
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　例えば、遠隔機器の第一の部類は、送信器ユニットと結合されたセンサユニットを含む
。センサは何らかの生理的に適切なパラメータを計測し、送信器は計測結果をさらに使用
するためにデータコレクタへ送信する。遠隔機器の第二の部類は、例えば当該機器に存在
するセンサおよび／または遠隔ユニットから受信信号を受けて作動する、エフェクタユニ
ットを含む。これら部類の機器のいくつかにおいて、当該機器は、エフェクタユニットに
結合されたセンサユニットを含む。センサは何らかの生理的に適切なパラメータを計測し
、エフェクタユニットはセンサの計測結果に基づいて作動する（または作動しない）。こ
の部類におけるいくつかの実施形態では、送信器ユニットも含まれ、センサデータおよび
／またはエフェクタユニットの作用を示す信号を送信することができる。遠隔機器の第三
の部類は、動力源によって動力が提供されるといつでも作動するエフェクタユニットを含
む（図１参照）。この部類の実施形態において、動力源は、医師または患者の制御下にあ
ってもよいし、患者体内の他の部分にある、異なる遠隔ユニット内のセンサから信号を受
信し、受信されたセンサ信号に基づいて、エフェクタを作動させるか否かを決定する、デ
ータコレクタによって制御されてもよい。この部類のいくつかの実施形態は、例えばエフ
ェクタの存在またはエフェクタが所与の時点で動作中であるか否かを示す信号を生成する
送信器も含み得る。遠隔機器の第四の部類は、動力源によって動力が提供されるといつで
も信号（例えば、識別信号）を生成する送信器のみを含む（図１参照）。この部類の実施
形態例を、以下の第Ｖ節Ａに記述する。
【００２６】
　Ａ．センサ
　本願で使用する場合、「センサ」（または「センサユニット」）は、体の生理的機能に
関連する特性を計測することができる遠隔機器の任意のコンポーネントを含む。（ここで
は計測結果を「データ」と称する。）センサは、適切なデータコレクタにデータを送信し
てもよいし、データに基づいて、同じ遠隔機器内の関連するエフェクタユニットの動作を
制御してもよいし、これらの両方を行ってもよい。センサユニットの例は、以下を含むが
これらに限定されるものではない。
【００２７】
　（１）流量センサ
　本発明で用いられ得るセンサの一実施形態は流量センサであり、そのようなセンサは、
生理液の流量のパラメータを計測する。概してセンサは、種々の異なる生理液のうちいず
れかの流量のパラメータを決定するように構成されることができ、いくつかの実施形態に
おいて関心が持たれているのは、血流のパラメータを決定するように構成されたセンサで
ある。したがって、説明を容易にするため、本発明の流量センサ実施形態を、主として血
流センサの観点からさらに記述する。
【００２８】
　そこで、本発明の一実施形態は、流速および／またはヘマトクリット値（患者の血液の
赤血球で構成される容量パーセント）を計測することができる血流センサに関するもので
ある。これらの計測結果を使用して、種々の生理的条件を検出することができる。例えば
、「一回拍出量」－すなわち、心周期あたり心臓を流出入する血液の容積－は、動脈（例
えば、大動脈）または静脈（例えば、大静脈）における血流速度を計測し、血管の断面積
および心周期の持続時間を使用して一回拍出量を算定することによって測定され得る。別
の例として、循環障害（例えば、閉塞）も血流測定によって検出され得る。体組織がより
活動的になると、より多くの酸素（したがってより多くの血流）が必要になることから、
生理作用（例えば、消化、脳活動、腫瘍増殖または縮小等）における局所変化は、体の関
連領域内での血流の変化によって検出され得る。これらまたはその他の使用法のいずれも
、血流データから作られることができ、センサが用いられる特定の用途は、本発明とは関
連がない。
【００２９】
　一実施形態において、血流センサは抵抗血流センサである。別の実施形態において、血
流センサは電磁式血流センサである。
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【００３０】
　（２）圧力センサ
　本発明の一実施形態は、体内のある位置における圧力または圧力の変化を検出すること
ができる圧力センサに関するものである。圧力センサは、例えば、当該技術分野では既知
であるように、変形させると電荷を生成する圧電性結晶を使用して実装され得る。電荷は
、収集および計測され得る。いくつかの実施形態において、圧力センサは、基板上に載置
された可撓性部材（例えば、プレーナ構造）を含む。可撓性部材は２つの露出面を有し、
当該露出面の１つには、ひずみ変換器（例えば、圧電変換器であってもよい）が載置され
ているかまたは間接的に取り付けられている。当該変換器は、圧力変化に起因する可撓性
部材の変形を受けて、電気信号を生成する。これらの実施形態において、圧力センサは、
長期間にわたって安定した読み出しを提供できるよう、低ドリフトで実装され得る。本発
明の実施形態において使用され得る圧力センサの例は、米国特許第７，０７３，３８７号
、第７，０６６，０３１号、第７，０２８，５５０号、第７，０１３，７３４号、および
第７，００７，５５１号に記載されているものを含むがこれらに限定されず、これらの開
示は参照することにより本願に組み込まれる。その他の種類の圧力センサを使用してもよ
い。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、センサは単に圧力変化の有無を登録し、その他の実施形
態において、センサは、例えば収集された電荷の量、電流の量または電位差等を決定する
ことによって、圧力変化を定量化する。圧力センサには多数の使用法がある。例えば、心
臓は一定の間隔で伸縮し、圧力センサでの変化する圧力を使用して心臓の動きを計測する
ことができる。血圧を計測することもできる。また、適切に設置された圧力センサを使用
して、胃および腸収縮、子宮収縮（例えば、妊娠中）、筋肉のけいれん等を含むがこれら
に限定されないその他あらゆる筋肉の動きを検出することができる。腫瘍部位に設置され
た圧力センサを使用して、腫瘍の増殖または縮小を計測することもできる。腫瘍が増殖す
ると、周囲組織に対するその圧力は増大し、腫瘍が縮小すると、圧力は減少する。
【００３２】
　（３）化学的特性および組成
　本発明のさらなる実施形態は、体内にある物質（例えば、血液、胃液等）の化学的特性
および／または組成を検出するように設計されたセンサに関するものである。化学センサ
の１つのカテゴリは、ｐＨ等の一般的な化学的特性に関するものである。化学センサのそ
の他のカテゴリは、特定の物質の有無または濃度を検出することに関するものである。例
えば、酸素、二酸化炭素、グルコース、酵素、血液中の凝固因子、抗体、バクテリア、癌
マーカー等はすべて、適切に構成されたセンサを使用して検出され得る。一実施形態にお
いて、抗体は、抗体用の受容体分子が取り付けられたナノチューブを持つナノスケールセ
ンサを設計することによって検出され得る。当該センサは、抗体が受容体分子に結合した
際に、電流がナノチューブ内を流れ、検出されるように配列される。そのようなセンサの
例は当該技術分野において既知であり、本発明の実施形態に用いられ得る。
【００３３】
　化学センサは、多様な用途を有する。例えば、糖尿病患者において、センサが受容不可
能なほど高いグルコースレベルを検出すると、当該センサは、インスリンを患者の体内に
放出するエフェクタを作動させるか、または、データコレクタを介して、インスリンを注
射するよう患者に勧告する信号を外部機器へ送信することができる。抗体および／または
バクテリアを検出するように構成されたセンサは、手術部位または腫瘍部位において、外
部観察者に徴候が明らかになる前に感染を検出するために使用される場合がある。癌マー
カーを検出するように構成されたセンサは、再発または初期発症の早期発見を容易にする
ために、元癌患者または高リスク患者に移植されてもよい。本開示を利用することにより
、当業者にはその他多くの用途が明らかとなるであろう。
【００３４】
　（４）電気的特性
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　本発明の別の実施形態は、伝導率、抵抗、電位等の電気的特性に関するものである。い
くつかの場合において、これらの特性は生理的パラメータの間接計測として使用され、例
えば、血液の抵抗を使用して上述したように流速を決定することができる。その他の実施
形態において、電気的特性は、体内における心臓またはその他の構造体の場所および／ま
たは変位を計測する「電気的断層撮影」に使用され得る。そのようなシステム１つにおい
て、３つ（またはそれ以上）の電極が使用され、少なくとも１つは心臓内にあり（すなわ
ち、心臓内に移植される）、その他（「電界電極」）は比較的静止した（すなわち、心臓
とともに動かない）エリアに置かれる。電界電極間に電場が生成され、心臓内電極が電場
の振幅を検知する。心臓の収縮により心臓内電極が電界電極に対して移動すると、検知電
極は電場内を移動し、検知される電位が変動する。これらの変動から、収縮の大きさおよ
びタイミングを含む心臓機能に関する情報を導き出し、診断的および／または治療的目的
のために使用することができる。電気的断層撮影システムおよび方法を含む連続場の例は
、ＷＯ２００６／０４２０３９として公開された係属中の出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００５
／０３６０３５号において記述されており、その優先権出願を含むこれらの開示は、参照
することにより組み込まれる。
【００３５】
　その他の実施形態、例えば神経学への応用においては、電気的特性が直接的な関心の対
象となり得る。例えば、種々の治療法が病気を改善させているか悪化させているかを判断
するために、反復運動過多損傷（Ｒｅｐｅｔｉｔｉｖｅ　Ｓｔｒｅｓｓ　Ｉｎｊｕｒｙ；
ＲＳＩ）患者の神経機能を監視することができる。
【００３６】
　（５）熱的特性
　本発明のさらに別の実施形態は、温度、熱伝導率等の熱的特性に関するものである。当
該技術分野において既知の技術を使用してマイクロスケールまたはより小型の熱電素子を
作り、体内の種々の部位に移植することができる。温度変化または絶対温度計測を使用し
て、何らかの組織、臓器、またはシステムにおける生理作用の増大を識別することができ
る（例えば、血流ひいては胃腸管内の温度は、概して消化中に上昇する）。創傷部位また
は手術部位において、局所的な温度上昇を検出し、感染可能性の徴候として認識すること
もできる。
【００３７】
　（６）放射線被曝
　別の実施形態は、何らかの組織における放射線被曝を検知することに関するものである
。放射線センサは、放射線治療中、腫瘍部位および／または周囲組織に移植されることが
でき、当該センサからの読み出し結果は、放射線が意図された標的または健康な組織のい
ずれに送達されているかについてのリアルタイム情報を提供することができ、送達システ
ムの調整を可能にする。
【００３８】
　所望のセンサは、本発明の発明者らの少なくとも幾人かによる以下の出願：米国特許出
願第１０／７３４，４９０号および第１１／２１９，３０５号；国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２
００５／０４６８１５号；米国特許出願第１１／３２４，１９６号；米国特許出願第１０
／７６４，４２９号；米国特許出願第１０／７６４，１２７号；米国特許出願第１０／７
６４，１２５号；国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０４６８１５号；米国出願第１１／３
６８，２５９号；国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０４１４３０号；米国特許出願第１１
／２４９，１５２号；および国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳＵＳ０５／３９５３５号に記載さ
れているセンサをさらに含むが、これらに限定されない。これらの出願は、参照すること
によりその全体が本願に組み込まれる。
【００３９】
　前述の一覧は例示的なものであり、本発明の範囲内のセンサは、光学的特性（例えば、
遠隔カメラ、無線腹腔鏡等）、機械的特性（例えば、筋肉または腱への緊張）、寸法また
は容積特性、電気伝導率データ、電位データ、熱伝導率データ、粘度データ等を含むがこ
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れらに限定されない、所望の任意の特性を監視するように構成され得ることが、十分に理
解されるであろう。
【００４０】
　Ｂ．エフェクタ
　本願で使用する場合「エフェクタ」（または「エフェクタユニット」）という用語は、
制御信号を受けて、患者の生理的機能における何らかの性状に影響を及ぼすアクションを
実行することができる遠隔機器の任意のコンポーネントを含む。いくつかの実施形態にお
いて、制御信号は、同じ遠隔機器上にあるセンサユニットによって生成される。例えば、
図３は、センサ３０２および制御論理３０４を（例えば、回路／ハードウェアおよび／ま
たはソフトウェア実装の形で）含む遠隔機器３００と、この場合は、患者の組織（図示せ
ず）に電気刺激（例えば、電流または電圧パルス）を送ることができるよう、当該組織に
接触して設置された電極３０８を含むエフェクタ３０６と、を示す。エフェクタは電気刺
激以外の機能（いくつかの例を以下に記述する）を実行することが可能であり、したがっ
てすべてのエフェクタが図３に示すような刺激電極を含むわけではないことを理解すべき
である。
【００４１】
　動作中、遠隔機器３００に動力が印加されると、センサ３０２は、生理的パラメータ（
または、物理的パラメータに関連する抵抗等の量）の計測を実行し、その計測結果（Ｍ）
を制御論理３０４に提供する。制御論理３０４は、結果Ｍを処理して、エフェクタ３０６
を作動させるべきか否か判断する。作動させるべきであれば、制御論理３０４は活性化信
号を線３１０上でエフェクタ３０６に送り、当該エフェクタが電極３０８を動作させて患
者の組織に刺激を印加する。活性化信号は、バイナリ（オン／オフ）信号であってもよい
し、複数レベル、例えば刺激の強度を有するものであってもよい。刺激の持続時間も、制
御信号を受けて変動し得る。
【００４２】
　その他の実施形態において、エフェクタは、その他何らかの移植可能な機器または外部
機器から、無線で制御信号を受信する。例えば、体内の一箇所に位置付けられたセンサは
、他の部分に位置付けられたエフェクタへ無線で（例えば、以下で説明するように）信号
を送信することができる。この構成は、生理的条件の発現を検出するための最適位置が、
治療を適用するための最適位置と異なる状況において有用となり得る。
【００４３】
　さらに他の実施形態において、エフェクタは十分な動力を受けるといつでも動作し、エ
フェクタへの動力の印加は制御信号としての役割を果たす。例えば、図４は、エフェクタ
４０２に無線で（以下の第ＩＩＩ節Ａにおいて記述するように）動力を送る動力源４００
を示す。エフェクタ４０２が電極４０４を動作させるために十分な動力を有する場合はい
つでも、当該動作を行う（ここでも、刺激電極は例示目的で使用されるものであり、本発
明の範囲を限定するものではないことを理解すべきである）。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、エフェクタを、識別信号、および／または、エフェクタ
の動作（例えば、エフェクタが作動している場合、当該エフェクタはどのレベルで作動し
ているか等）についての情報を担持する信号を送信する送信器ユニットと対にしてもよい
。エフェクタユニットの例は、以下を含むがこれらに限定されない。
【００４５】
　（１）薬物送達
　エフェクタの一実施形態は、薬物（すなわち、任意の薬理的活性物質）を充填したチャ
ンバと、制御信号を受けて、当該薬物をチャンバから患者の体内へ放出または噴出するた
めの機構とを含む。薬物は、制御された用量サイズで放出されることができ、エフェクタ
は複数用量を搭載し得る。例えば、エフェクタをインスリンで充填し、血液中のグルコー
スレベルを計測するセンサに結合してよい。グルコースレベルがある閾値を超えて上がる
と、エフェクタが作動し、一回分のインスリンを送達する。その他の材料（例えば、化学



(11) JP 5714210 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

的および／または神経学的溶出材料）も同様に、移植可能な遠隔エフェクタを介して送達
され得る。
【００４６】
　（２）電気刺激
　エフェクタの別の実施形態は、制御信号を受けて体内の望ましい点に電気刺激（電流お
よび／または電圧）を送るために、制御可能に荷電され得る電極を含む。そのような電気
刺激は、例えば、筋肉の収縮を開始またはそれに対抗するため、心臓細動除去の治療また
は診断目的で（例えば、特定のエリアまたは神経における神経損傷を防止または検出する
ために）神経を刺激するため等に使用され得る。
【００４７】
　（３）機械的刺激または操作
　エフェクタの別の実施形態は、望ましいエリアに機械的刺激または圧力を印加すること
ができる変形可能または移動可能な部品を含む。例えば、電流が印加されると変形する圧
電性結晶を使用して、種々の臓器を操作する等のために血管または筋肉に圧力を印加する
ことができる。また、マイクロスケールまたはナノスケールロボットシステムといった未
来技術を、本発明の範囲内のエフェクタとして用いることができる。
【００４８】
　（４）温度制御
　エフェクタの別の実施形態は、電流または電圧が印加されると熱を生成することができ
る熱源（例えば、抵抗素子）を含む。そのようなエフェクタは、例えば治癒を促進するた
めに、損傷した筋肉に直接的に熱を印加する際等に使用することができる。
【００４９】
　（５）材料の捕捉
　エフェクタの別の実施形態は、初めは空であるがエフェクタの作用によって材料を充填
することができるチャンバを含む。例えば、エフェクタは、患者の消化管に摂取され、い
くつかの適切な条件下でそのチャンバを開くように作動されてもよく、患者の胃または腸
の内容物の試料を当該チャンバに充填することを可能にする。エフェクタは、その位置で
内容物を分析するセンサと対にされてもよいし、エフェクタは、消化管を通過し、体を出
た後で分析のために回収されるカプセル内にあってもよい。
【００５０】
　（６）放射線放出
　エフェクタの別の実施形態は、遮蔽された放射線源と、制御信号を受けて当該遮蔽物の
少なくとも一部を除去および置換するための機構とを含む。そのようなエフェクタを使用
して、診断的または治療的目的のための放射線を提供することができる。
【００５１】
　前述の一覧は例示的なものであり、本発明の範囲内のエフェクタは、任意の診断的また
は治療的目的であらゆる種類の動作を実行するように構成され得ることが、十分に理解さ
れるであろう。例えば、エフェクタは、電位を設定する、光を発する、音波または超音波
エネルギーを発する、放射線を発する等のアクションを実行することもできる。
【００５２】
　Ｃ．送信器
　本願で使用する場合、遠隔機器内の「送信器」（または送信器ユニット）は、体の導電
性組織との直接的または近接場電気的結合を使用し、体内を通って無線で信号を送信する
コンポーネントである。信号は、若干の情報を担持する。情報の例は、機器が動作可能で
あることを示すプレゼンスインジケータ（例えば、識別コード）、遠隔機器内のセンサユ
ニットから生成される計測値、遠隔機器内のエフェクタユニットの作用の発現および／ま
たは作用のレベルを示す信号、体内の他の部分にある遠隔機器内に位置付けられたエフェ
クタを制御する制御信号等を含むがこれらに限定されない。遠隔機器の状態または動作に
関するあらゆる情報は、信号に形成され、送信器ユニットによって送信されることができ
る。
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【００５３】
　図５は、本発明の一実施形態による、遠隔機器用の送信器５００のブロック図である。
この実施形態において、送信器５００は、遠隔機器のセンサユニット（図示せず）によっ
て作られた計測結果を表す信号Ｍを受信する。送信器５００は、制御論理５０２と、発振
器５０４と、電極ドライバ５０６と、アンテナ５０８（この場合、電気双極子アンテナと
して動作される一対の電極）とを含む。動作中、発振器５０４は、制御論理５０２からの
信号を受けて発振信号（波形）を生成する。制御論理５０２からの信号は発振器を起動ま
たは停止することができ、いくつかの実施形態においては、振幅、周波数、および／また
は位相等、発振信号の１つ以上の性状を決定付けることができる。発振器５０４は、電極
ドライバ５０６に波形を提供し、当該ドライバは、体組織または体液の導電媒質へ信号を
送信するために、アンテナ５０８上で電流または電圧を駆動する。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、第１節に記述するように、情報を送信するために「準静
電」または「近接場」結合プロトコルが使用される。第２節では、近接場結合用に設計さ
れた小型アンテナの例について記述し、第３節では、送信された信号内の情報量を符号化
するために使用され得る変調技術について記述する。
【００５５】
　１．近接場伝送
　当該技術分野で知られているように（例えば、Ｊ．Ｄ．Ｊａｃｋｓｏｎ、Ｃｌａｓｓｉ
ｃａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｙｎａｍｉｃｓ、第二版、３９４～３９６ページ（１９７５年
）を参照）、角周波数ωおよび対応する波数ｋ（ここで、ｋ＝ω／ｃであり、ｃは適切な
媒質中における光の速度である）を持つ振動電気双極子アンテナの放射線の電場（Ｅ）お
よび磁場（Ｂ）が、方程式：
【００５６】
【数１】

によって求められる。ここで、ｎは、双極子源の中心から、当該源から距離ｒのところに
ある位置ｘへの方向における単位ベクトルであり、ｐは、
【００５７】
【数２】

によって求められる電荷の空間統合密度である。
【００５８】
　方程式（１）および（２）から分かるように、ｒ＞＞λ（ここで、波長λ＝２π／ｋ）
である「非近接場」領域においては、電場および磁場は、１／ｒのように距離に伴って減
少する項によって支配される。この領域において、相互に直交する電場および磁場は、空
間を通って信号を伝播するために、互いを情報源として利用する。λ～ｒである場合、方
程式（１）および（２）中の項１／ｒ２（「誘導」）が重要になり、λ＞＞ｒである場合
、１／ｒ３のように変動するさらなる準静電項も重要になる。
【００５９】
　従来のＲＦ通信は、距離ｒ～λからｒ＞＞λで行われる。例えば、ペースメーカ等の移
植可能な医療機器は一般に、人体のスケールよりも幾分小さい、０．７５メートルの波長
に対応する４０５－ＭＨｚ周波数帯域において通信する。当該技術分野において既知であ
るように、体内の構造体が放射線を吸収し始めて望ましくない信号損失をもたらすことか
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ら、有利にはより高い周波数は使用されず、また、エネルギーのほとんどが、従来のアン
テナを使用して検知され得る非近接場コンポーネントよりも誘導および／または準静的場
コンポーネントに方向を変えられることから、実質的により低い周波数（より長い波長）
は概して望ましくないとみなされる。中継器およびベースユニットを持つＲＦＩＤ用途で
は、中継器からベースユニットに動力を送信するために、一般にｒ～λであるような波長
を使用し、概して電磁誘導に依存することにも留意すべきである。
【００６０】
　これらの手法とは対照的に、本発明の送信器実施形態は、患者の体内において情報を通
信するために、人体よりもはるかに大きい波長（λ＞＞１メートル）において有利に動作
する。例えば、いくつかの実施形態において、有利には、（空中で）３ｋｍ前後の波長に
対応する、およそ１００ｋＨｚの周波数が使用される。波長λと比較すると短い距離ｒで
は、方程式（１）および（２）中の準静電場項が支配し、そのため、伝播する信号は、電
磁気というより大部分が電気的となる。そのような信号は、人体等の導電媒質内において
容易に伝播する。例えば、１００ｋＨｚの周波数およびおよそ１～２メートルの距離にお
いて、方程式（２）の準静的（１／ｒ３）コンポーネントは、非近接場（１／ｒ）コンポ
ーネントよりもおよそ１０６倍強いものであると推定される。したがって、近接場結合を
使用する長波長信号通信が効率的である。さらに、信号は比較的短距離（一般に２メート
ル以下）を移動することが必要であるため、検出可能な信号は極めて小型のアンテナを使
用して送信され得る。
【００６１】
　信号の伝送には、広範な周波数が使用され得る。いくつかの実施形態において、ＡＭラ
ジオの周波数範囲（約５００～１７００ｋＨｚ）を下回る、ＲＦスペクトルの「ＬＦ」帯
域（３０～３００ｋＨｚとして定義される低周波数）内である。ＬＦ帯域内で、１６０～
１９０ｋＨｚの範囲がＦＣＣ（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍ
ｍｉｓｓｉｏｎ；連邦通信委員会）によって実験的な使用用に指定され、外部信号強度の
上限が特定されている。以下で記述するように信号の大半が患者の体内に閉じ込められる
本発明の実施形態においては、この実験帯域が使用され得る。
【００６２】
　しかしながら、本発明は、１６０～１９０ｋＨｚ帯域にもＬＦ（３０～３００ｋＨｚ帯
域）にも限定されない。より低い帯域も使用することができ、例えばＶＬＦ帯域（３～３
０ｋＨｚ、空中１０～１００ｋｍの波長）において、信号は１０～４０メートルの距離ま
で水を貫通することができる。人体の電気的特性は塩水のものと同様であるため、この帯
域内の信号も容易に体を通って伝播することができ、用いられ得る。したがって、人体よ
りも少なくとも一桁長い波長に対応するあらゆる周波数帯域－例えば、λ～１０ｍ以上、
または３０ＭＨｚ以下のオーダーの周波数－が使用され得る。
 
【００６３】
　使用する信号の周波数に必ずしも下限はないが、いくつかの実用上の配慮点が周波数の
選定に影響を及ぼし得る。例えば、人体は、６０Ｈｚ（米国）または世界の他の地域では
同様の周波数で動作する、付近の交流電源機器によって誘導された低レベル発信信号を担
持していることがよく知られている。交流電源システムによって引き起こされる干渉を回
避するために、約５５～約６５Ｈｚ等、６０Ｈｚ付近の周波数は、いくつかの実施形態に
おいては使用されない。また、当該技術分野において既知であるように、より長い波長は
、より低い情報転送速度と相関しており、長波長（例えば、３ｋＨｚ～３０ｋＨｚのＶＬ
Ｆ帯域を下回る）における情報転送容量は、特定のシステム内で転送される情報の量には
小さすぎる場合がある。さらに、より長い波長は、検出可能な信号を発生させるために概
してより長い双極子アンテナを必要とし、ある点で、当該アンテナのサイズは周波数選択
における制限要因となり得る。
【００６４】
　本発明のいくつかの態様によると、周波数の適切な選定をした場合、極めて小型のアン
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テナを使用して、生体内の受信器へ移動するのに十分な強度の信号を生成することができ
る。例えば、長さがわずか数ミリメートルの双極子アンテナによって生成された１００ｋ
Ｈｚの信号は、１～２メートル離れて設置された受信器アンテナまで伝播され得る。この
準静電伝送は、移植可能なアンテナが、導電媒体、具体的には患者の組織と直接接触して
いるという事実によって補助されると考えられている。電気的特性を分析する目的で、塩
水のそれと同程度の電気的特性を持つ電解質溶液を、ヒト組織に見立ててよい。したがっ
て、電解質浴中のように、振動双極子アンテナによって作成された準静電場は、体内にお
いて振動電流を誘導する。体の固有電気抵抗（塩水と同程度のもの）の結果として、振動
電流は、体内において適切な受信器を使用して検知され得る振動電位変動を作成する。（
例えば、Ｌａｎｄａｕら、Ｅｌｅｃｔｒｏｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕ
ｓ　Ｍｅｄｉａ、第三章（１９６０年）を参照。）適切な受信器の例として、約２０ｃｍ
の軸を持つ双極子、または、約１０～約１００ｃｍの長さを持つその他任意の移植可能な
ワイヤを作成する、ペースメーカのリードが挙げられる。
【００６５】
　これらの電流は、近接場における電流フローが非近接場における動力損失をもたらす従
来のＲＦ通信という状況では、望ましくないということに留意すべきである。事実上、多
くのＲＦ送信器は、近接場漏電電流を最小化するように設計された機器を含む。本発明の
近接場送信器においては、そのような電流を最大化することが望ましい。
【００６６】
　さらに、準静電信号の場合、患者の皮膚は導電バリアとして有利に作用し、当該信号を
患者の体内に閉じ込める。これは、信号を体内に閉じ込めるとともに、外部の迷走信号が
体を貫通し、送信された信号内にノイズまたは干渉を作成することを困難にする。信号の
閉じ込めは、近接場信号の１／ｒ３減退をある程度まで軽減し、所要電力をさらに削減す
ることができる。そのような効果は、研究所において、水／空気界面が導電バリアとして
作用する例えば塩水浴中等で観測された。ＥＬＦ（３～３０Ｈｚ）およびＳＬＦ（３０～
３００Ｈｚ）帯域内におけるＲＦ伝送を介した潜水艦との通信において、同様の効果が観
測されている。これらの効果は、ソナー通信においても観測されており、ソナーは情報を
送信するために電場または電磁場よりもむしろ音場を使用するが、水の表面が音響エネル
ギーの導電バリアとして作用し、距離に伴う信号強度の減退を軽減する。
【００６７】
　これらの現象の結果として、患者の体内で検出可能な近接場信号を作成するためには、
極めて小型のアンテナおよび小型動力源を持つ送信器で十分である。例えば、アンテナは
、長さ数ミリメートル以下で、数ミリメートルの間隔で隔てられ、振動電気双極子を作成
するために印加される逆位相の振動電圧を持つ一対の電極によって形成され得る。そのよ
うなアンテナは、体内のほぼどこにでも配置され得る。
【００６８】
　さらに、いくつかの実施形態において、周波数、送信器アンテナの長さ、および受信器
アンテナの長さは、検出可能な信号を発生させるのに数ミリワットの動力しか必要としな
いようなものが選択され、この場合、従来のＲＦ通信（例えば４０５ＭＨｚ前後）は少な
くとも数ミリワットを必要とするであろう。したがって、ごく少量の動力を発生させる極
めてコンパクトな電源を使用することができ、その例について以下の第ＩＶ節で記述する
。
【００６９】
　準静電送信器は、センサおよび／またはエフェクタと組み合わせて、種々の移植可能な
または摂取可能な遠隔機器に組み込まれることができる。送信器は、センサもエフェクタ
も持たない遠隔機器として構成されてもよく、この場合、当該送信器は、動力が供給され
るたびに、または制御信号を受信した際に送信を行う。
【００７０】
　送信器は、望ましいあらゆる種類の情報を送信することができる。いくつかの実施形態
において、送信器は、例えば所定の識別信号を送信することによって、単にプレゼンスイ
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ンジケータとして作用することができる。その他の実施形態において、送信器はセンサ機
器に組み込まれ、識別信号に加えて、またはその代わりに、センサデータを送信する。
【００７１】
　また、いくつかの実施形態において、送信器は、例えば、当該送信器がその一部を成す
遠隔機器内のエフェクタユニットまたはセンサユニットを活性化または非活性化させるた
めの命令を受信するために、受信器として動作されてもよい。そのような命令は、上述し
たように、準静電近接場結合を使用して送信され得る。
【００７２】
　２．アンテナ
　いくつかの実施形態において、信号を送信するために、電気双極子または電気単極子ア
ンテナを使用する。図５（上述）は、双極子アンテナを図示している。発振器５０４は、
電極ドライバ５０６に駆動信号（φおよび本願において／φとして表示される反転信号）
を提供する。図６は、従来のＣＭＯＳドライバ回路を使用して実装される双極子電極ドラ
イバ６００の詳細を示す回路図である。電極６０２は、駆動信号φを受けてトランジスタ
６０４、６０６によって電位Ｅ０まで駆動され、一方、電極６０８は、反転駆動信号／φ
を受けて、トランジスタ６１０、６１２によって電位Ｅ１まで駆動される。駆動信号φお
よび／φは逆位相で振動するため、電位Ｅ０およびＥ１も逆位相で振動する。ドライバ６
００および本願に記載されているその他すべての電子回路は、当該技術分野において既知
であるサブミクロンＣＭＯＳ処理技術を使用して実装され得るため、回路のサイズは遠隔
機器のサイズの制限要因ではないことが十分理解されるであろう。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、図５の双極子アンテナを単極子アンテナで代用すること
ができる。図７は、従来のＣＭＯＳ集積回路において実装され得る単極子アンテナ用のド
ライバ回路を図示している。このアンテナドライバは、概して、図６のドライバ回路の片
方と同様であり、ドライバトランジスタ７０２、７０４は、駆動信号φを受けて単一の電
極７０６を電位Ｅｍまで駆動する。
【００７４】
　双極子または単極子の場合、ドライバ回路は、端子Ｖ＋とＶ－との間の電位差（ΔＶ）
によって動力供給される。この電位差は、必要に応じて、一定であっても可変であっても
よく、以下の第ＩＩＩ節において記述するように、動力源によって有利に提供される。
【００７５】
　３．変調技術
　図５を再度参照すると、いくつかの実施形態において、発振器５０４は一定の周波数で
動作する。一定周波数信号の受信自体が、例えば遠隔機器が存在し、動作可能であるとい
った有用な情報を提供し得る。いくつかの実施形態において、発振器５０４は、追加情報
を符号化するようにその信号を変調する。
【００７６】
　一般に、周波数、振幅、位相、またはそれらの任意の組み合わせ等、送信された信号の
何らかの特性を変調する（変動させる）ことによって、種々の手法で情報を符号化するこ
とができる。当該技術分野において既知である変調技術を用いてよい。
【００７７】
　一般に、アナログまたはデジタル技術を使用して情報を送信することができる。「アナ
ログ技術」は、概して、調整された特性が異なる程度変動し、当該変動度は、送信される
情報を表す値と相関されているインスタンスをいう。例えば、送信器５００が、遠隔機器
内の関連付けられたセンサによって計測された量Ｍを送信していると思われる。発振器５
０４は、ある範囲の周波数で動作するように設計されることができ、最小周波数は量Ｍの
最小値に対応し、最大周波数は量Ｍの最大値に対応し、最大値と最小値との間の周波数は
、（例えば、線形補間、指数関数補間等を使用して）Ｍの中間値に位置する。
【００７８】
　「デジタル技術」は、概して、送信される情報が一連の二進数（ビット）として表され
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、信号はビットストリームに基づいて調整される、インスタンスをいう。例えば、ここで
も、送信器５００は、遠隔機器内の関連付けられたセンサによって計測された量Ｍを、し
かしデジタル技術を使用して、送信していると思われる。発振器５０４は、少なくとも２
つの異なる周波数で動作するように設計されてよく、ここで一方の周波数はビット値０に
対応し、もう一方の周波数はビット値１に対応する。
【００７９】
　本発明の実施形態において、情報を送信するために、アナログ技術、デジタル技術、ま
たはそれらの組み合わせを使用してよい。また、種々の種類の変調が実装され得る。
【００８０】
　例えば、一実施形態において、周波数変調が使用される。発振器５０４は、電圧制御発
振器（Ｖｏｌｔａｇｅ－Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ；ＶＣＯ）であっ
てよく、既知の発振回路は、印加された電圧によって発振周波数が決まる。制御論理５０
２は、（例えば、計測データの値Ｍを反映して）適切な電圧を供給し、信号の周波数はデ
ータの値を示す。
【００８１】
　別の実施形態において、振幅変調が使用され、例えば、振幅を制御するために、駆動信
号φおよび／φの振幅が変動してもよいし、駆動回路の正および負のレール（例えば、図
６および７のＶ＋およびＶ－）が変動してもよい。
【００８２】
　別の実施形態において、位相変調が使用される。例えば、デジタル信号伝送において、
一方の位相はビット値０に対応し、逆の位相はビット値１に対応し、位相偏移は遷移を表
す。発振器５０４は、駆動信号φおよび／φを、図６に示すようなドライバ回路の入力に
直接的に接続する、または交差接続する、スイッチ回路を含み得る。制御論理５０２は、
ビットストリームに対応する接続を確立し切り換えるように、スイッチ回路を制御する。
【００８３】
　必要に応じて、周波数振幅、振幅変調、および／または位相変調の組み合わせを使用し
てもよい。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、送信器は、遠隔機器を表す一意識別子を含み、遠隔機器
からの情報（例えば、計測された、または動作パラメータＭ）も提供する「パケット」を
送信することができる。一意識別子を送信することは、送信器を持つ複数の遠隔機器が同
じ患者内に存在する場合において特に有用となり得る。異なる周波数帯域で異なる送信器
を動作すること、その周波数によって各送信器が識別されるようにすること、および／ま
たは、異なる送信器が異なる（かつ既知の）時刻に送信するように構成し、送信する際に
送信器が識別されるようにすることを含む、異なる送信器を区別するためのその他の技術
を使用してもよい。
【００８５】
　Ｄ．遠隔機器のさらなる態様
　より一般的には、いかなる数の遠隔機器を設けてもよく、各遠隔機器は、１つ以上のユ
ニットを（センサおよび／またはエフェクタおよび／または送信器を任意の組み合わせで
）含んでもよい。送信器は、中央データコレクタおよび／または１つ以上のその他の遠隔
機器に信号を送信することができ、いくつかの実施形態においては、そこから信号を受信
することもできる。いくつかの場合において、遠隔機器上の異なるユニットは、中央コレ
クタによって何らかの手法で識別可能となるであろう。例えば、単一の遠隔機器の異なる
センサまたはエフェクタユニットは、アドレス指定可能なものであってよく、異なる周波
数を使用して異なる時刻に信号を送信する等ができ、異なる送信器からの伝送は、当該伝
送が関係するセンサ、エフェクタ、または送信器を識別する識別コードを含み得る。外部
のデジタルまたはその他のコントローラまたは回路が、ユニットの動作を選択的に動力供
給、作動、または開始することを可能にするために、デジタルまたはその他のスイッチン
グ回路がユニットに設けられたいくつかの例においては、少なくともアドレス指定可能な
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ユニット、特にアドレス指定可能なエフェクタが好ましい。
【００８６】
　遠隔機器は、半導体基板等の担体上に作製されることができ、種々のユニット（センサ
および／または送信器および／またはエフェクタ）が、必要に応じて、当該担体の表面に
載置され得る、および／または、本体内に配置され得る。適切なサイズおよび形状の遠隔
機器は、１つ以上の心室内、動脈または静脈血管系内、脳組織内または上、尿道内、胃腸
管または生殖器官、腹腔内、関節腔内等を含む、体内の事実上どこにでも設置され得る。
当該機器は、多様な病状を診断、監視、および／または治療するために動作され得る。
【００８７】
　ＩＩＩ．動力源
　第ＩＩ節において説明したような種類の遠隔機器は、いくつかの実施形態において、そ
の中に含まれ得る任意のセンサユニット、エフェクタユニット、または送信器ユニットを
動作させるために動力を必要とする。本発明は特定の動力源を使用することに限定される
ものではなく、特定の用途に適したあらゆる動力源が用いられ得る。
【００８８】
　Ａ．近接場ブロードキャスト動力
　一実施形態において、準静電結合を使用して無線で動力が送られる。当該動作は、第Ｉ
Ｉ節Ｃの１に記載された信号伝送と略同様である。この事例における受信器は、受信され
た電流によって動力供給される回路を含む。いくつかの実施形態において、受信器は、受
信された電流によって充電され、後に有用な作業（例えば、検知、実効化、および／また
は送信）を抽出するために放電されるストレージデバイス（例えば、コンデンサ、化学電
池等）も含む。
【００８９】
　体を通して無線で動力をブロードキャストすることの可能性は、図８に示す実験装置に
おいて実証されている。約２０ｃｍの間隔を空けられた大型の銅電極８０２が生理食塩水
浴８０４中に浸され、従来の波生成器８０６に接続されている。約５ｍｍ幅の「Ｔ」字に
分かれ、各端部の絶縁材を約１ｍｍ剥離した細いツイストペア線で小型双極子アンテナ８
０８を構成し、電極８０２から離れた位置で生理食塩水浴８０４に浸した。アンテナ８０
８を、ショットキダイオードで構築されたフルブリッジ整流器８１０（それぞれが約０．
５Ｖの閾値電圧を有するため、当該整流器は、アンテナ８０８全体の電位差が約１Ｖを超
える場合に動作可能である）全体に接続した。ブリッジのその他のアーム全体に、２－Ｍ
Ω可変抵抗器８１２を含む変動荷重を電流計８１４と直列に接続した。あらゆる電位差を
計測するため、差動増幅器８１６を当該荷重全体に接続した。
【００９０】
　この配置は、図９に図示する臨床使用実施形態と同様である。患者９００は、自身の体
内のどこかに移植された遠隔機器９０２を有する。患者９００の外部にある波生成器９０
４は、都合のよい地点で患者の皮膚に付着する電極９０６を有する。遠隔機器９０２は、
図８のアンテナ８０８と同程度の寸法のものであってもよいアンテナコンポーネント９１
０と、動力を消費する検知、実効化、および／または送信回路から成る荷重とを含む。遠
隔機器９０２が送信器ユニットを含む場合、アンテナコンポーネント９１０は、必要に応
じて、送信器アンテナとして使用される場合もあるし、使用されない場合もある。別の実
施形態において、波生成器９０４は患者の体内に移植され、例えば、ペースメーカ缶のリ
ードは電極として使用されることができ、当該缶はリード全体にわたって適切な周波数の
波形を生成するように構成され得る。
【００９１】
　図８を再度参照すると、実験装置の動作中、１００ｋＨｚの周波数で５Ｖまたは１０Ｖ
（ピークツーピーク）の正弦波電圧が電極８０２に印加され、電流計８１４および増幅器
８１６を動作させてそれぞれ電流および電圧を検出し、そこから動力を決定することがで
きた。１０Ｖの入力振動では、増幅器８１６全体にわたり約１Ｖの電位において４μＷの
ピーク電力が検出された。高閾値整流器８１０を、低電力用に最適化されたより精巧な設
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計のものに置換することによって、より高い電力出力が実現され得ると考えられる。また
、アンテナ８０８の電流取り扱い能力は、極細のワイヤを、集積回路チップの金属化表面
等、より大きい表面積を有する電極に置換することによって増大され得るとも考えられる
。
【００９２】
　いずれの場合も、生成される動力は比較的小さいままであると思われるが、多くの用途
に十分であろう。例えば、上述したように、数ミリワットの信号強度を有する送信器は、
体内における準静電通信に十分である。また、いくつかの用途について、遠隔ユニットに
対し間欠的に動力供給することが望ましい場合がある。遠隔ユニットは、ある期間にわた
って充電した後、放電して、その検知、実効化、および／または送信動作を実行するため
に動力を引き出すように、電荷ストレージデバイス（例えば、コンデンサ、化学電池等）
を装備することができる。機器の負荷サイクルが小さいと思われる場合には、当該ストレ
ージデバイスからより速く放電することによって、利用できるピーク電力をさらに増大す
ることができる。
【００９３】
　Ｂ．逆電気分解
　別の部類の動力源は、胃液、血液、またはその他の体液および何らかの組織等のイオン
溶液中における逆電気分解を活用するものである。当該技術分野においては、異なる金属
から作られ、いくらか距離を離して設置された、イオン溶液中の２つの電極は、当該溶液
中のイオン性材料が再結合する際に電位差を生じることがよく知られている（これは、例
えば水素燃料電池の背後にある動作原理である）。
【００９４】
　図１０は、逆電気分解によって動力供給される遠隔機器１０００を図示する。
遠隔機器１０００は、２つの異なる金属からできていて互いに電気的に絶縁された、金属
電極１００２および１００４と電気的に接続されている。当該技術分野において既知であ
るように、金属電極１００２および１００４がイオン溶液１００６中に浸されると、それ
らの間に電位差が生じる。例えば、電極１０００は高電位Ｖ＋に上昇し、一方、電極１０
０４は低電位Ｖ－に下降する。この電位差は、遠隔機器１０００内の回路に動力供給する
ために使用され得る。
【００９５】
　電極１００２および１００４は、種々の手法で実装され得る。例えば、集積回路チップ
の向かい合う面上のエリアを異なる２つの金属で被覆し、チップ全体をイオン溶液中に入
れてもよい。あるいは、電極１００２および１００４は、図示するように、遠隔機器１０
００から離れて延在してもよい。その他の配置を使用してもよい。
【００９６】
　電極１００２および１００４は、遠隔機器１０００が動作する環境に適切な２つの任意
の異なる金属でできていてもよい。例えば、イオン溶液１００６が胃酸を含むいくつかの
実施形態において、電極１００２および１００４は、腐食が遅いような貴金属（例えば、
金、銀、プラチナ、パラジウム等）でできていてもよい。あるいは電極は、アルミニウム
、または、適応するイオン溶液中での生存可能時間が、遠隔機器１０００にその意図され
た機能を実行させるのに十分長い、その他の伝導性材料で作製されてもよい。
【００９７】
　上述したもののように関心が持たれているさらなる種類の動力源は、その開示およびそ
の優先権出願が参照することにより本願に組み込まれる、係属中のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ
／ＵＳ２００６／０１６３７０号に記載されているものを含むがこれらに限定されない。
【００９８】
　Ｃ．その他のソース
　上述したものに加えて、またはその代わりに、遠隔機器内外にあるその他のソースを用
いてもよい。例えば、適切なフォームファクタを持つ化学電池または同位体電池を、いく
つかの遠隔機器に動力供給するために使用することができる。血液をエネルギー源として
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使用する、最近開発された燃料電池は、小型化され、低電力マイクロチップに電気エネル
ギーを提供するために使用され得る。機械エネルギー（例えば、圧縮）を電気エネルギー
に変換する圧電性結晶は、心臓、胃、関節、または、体のその他の可動部分の中またはそ
の周囲等、適切な機械力が発揮され得る場所に配置された遠隔機器に用いられ得る。例え
ば、参照することによりその開示が本願に組み込まれる、係属中の米国特許出願第１１／
３８５，９８６号を参照されたい。また、事実上、血液が遠隔機器に「栄養を与える」よ
うに、血液中のＡＴＰから動力が抽出される、細胞エネルギー工場をモデルにした動力源
が用いられ得る。その他の実施形態において、音響エネルギー（例えば、超音波）は、圧
電または同様のコンバータを介して、遠隔装置に結合され得る。
【００９９】
　ＩＶ．データコレクタ
　図１を再度参照すると、プラットフォーム１００はデータコレクタ１０６も提供する。
本願で使用する場合、「データコレクタ」は、上述したような送信器によって体内に作成
された電位差を検出するための受信アンテナを装備し、それによって送信された情報を受
信する、任意の機器である。データコレクタは、受信されたデータを種々の手法で取り扱
うことができる。いくつかの実施形態において、コレクタは、単にデータを外部機器に（
例えば、従来のＲＦ通信を使用して）再送信する。その他の実施形態において、データコ
レクタは、その制御下にあるエフェクタを動作させる、可視または可聴警報を活性化する
、体内のどこかに位置付けられたエフェクタに制御信号を送信する等、何らかのアクショ
ンを取るか否かを判断するために、受信されたデータを処理する。また他の実施形態にお
いて、データコレクタは、後に外部機器に再送信するため、または、順次データの処理（
例えば、あるパラメータの変化を経時的に検出する）において使用するために、受信され
たデータを格納する。さらに他の実施形態において、データコレクタは、データを別の内
部機器へ送信することができ、次いで当該内部機器が必要に応じてその情報をさらに別の
機器へリレーし、例えばここでは複数のそのような機器が患者の体全体に分布しており、
複数のそのような機器が、１つの位置から別の位置へ情報をリレーする役割を果たす。デ
ータコレクタは受信されたデータを使用して、これらのおよび／またはその他の動作のい
かなる組み合わせも実行することができることを理解されたい。
【０１００】
　受信アンテナは患者の体内にあるか患者の皮膚に接触しているのが有利であるが、デー
タコレクタ１０６は、完全に患者の体内にある必要はない。例えば、外部に身に着けられ
、適切な受信電極を装備した時計またはベルトを、本発明の一実施形態によるデータコレ
クタとして使用してもよい。
【０１０１】
　データコレクタは、さらなる通信経路を提供することができ、患者またはヘルスケア従
事者は、当該経路を介して、収集されたデータを抽出することができる。例えば、移植可
能なコレクタは、当該技術分野において知られているようなペン型スキャナを使用して従
事者が通信を行える、従来のＲＦ回路（例えば、４０５ＭＨｚの医療機器用帯域で動作す
るもの）を含んでもよい。データコレクタが外部コンポーネントを含む場合、当該コンポ
ーネントは、例えば聴覚および／または視覚フィードバックを提供するための出力機器を
有してもよく、例として、可聴警報、ＬＥＤ、表示画面等が挙げられる。外部コンポーネ
ントは、中に格納されているデータを読み出すためのコンピュータにそれを介して当該コ
ンポーネントを接続できる、インタフェースポートを含んでもよい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、データコレクタは移植されている。例えば、上述したよ
うに、ペースメーカリードは適切なサイズの受信アンテナを設けている。一般的なペース
メーカは、種々のデータ収集および処理動作を実行するように構成された論理回路を組み
込んだ、制御ユニット（「缶」と称される）を含む。缶は、ペースメーカと、ヘルスケア
従事者によって動作される外部ペン型スキャナとの間の通信を可能にするＲＦ送信器／受
信器回路にも接続される。したがって、患者がペースメーカを有する場合、既存のユニッ
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トを図１のプラットフォーム１００用のデータコレクタとして活用することは、効率的選
定となり得る。
【０１０３】
　その他の機器が移植されてもよく、プラットフォーム１００の意義の範囲内で、遠隔ユ
ニット（例えば、エフェクタ）と、受信された信号を使用してエフェクタを動作するか否
か、およびどのように動作するかを判断するデータコレクタとの両方として同じ機器が動
作し得る。
【０１０４】
　Ｖ．システム例
　前節では、例えば、互いに通信することができる１つ以上の移植可能な機器を使用する
、患者の医療診断および／または治療用の汎用プラットフォームについて説明した。その
ようなプラットフォームについて、種々のコンポーネントおよび使用法の多数の例を既に
説明しており、当業者は、本教示を利用して、コンポーネントおよび使用法のその他の例
を容易に開発するであろうことが考慮される。
【０１０５】
　本願に記載のプラットフォームをさらに説明するために、このプラットフォーム上に構
築された診断および／または治療システムの特定の例について説明する。これらの例は例
示的なものであり、本発明を限定するものではないことを理解されたい。
【０１０６】
　Ａ．スマートピル（ファーマインフォマティクスシステム）
　一実施形態において、図１の遠隔機器１０４は、送信器ユニットを含有する摂取可能な
丸薬を備える。丸薬が消化されると、送信器が活性化されて信号を送信し、データ収集ユ
ニット１０２によって丸薬の摂取を検出および報告させる。そのような丸薬の例は、係属
中のＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６３７０号に記載されており、その開示
およびその優先権出願は、参照することにより本願に組み込まれる。いくつかの実施形態
において、丸薬は、プラットフォーム１００の一実施形態を表す送信器を実装する集積回
路チップを含む。当該チップは、有利には、患者が飲み込むことができる丸薬の内側に完
全に適合するほど十分コンパクトである。
【０１０７】
　図１１は、丸薬１１０２内に配置された遠隔機器１１００を図示している。機器１１０
０は、集積回路である。回路１１００の裏面（底部）は、第一の金属１１０３で少なくと
も部分的に被覆されており、回路１１００の前（上端部）の一部は、異なる金属１１０４
で被覆されているため、回路１１００は、上記第ＩＩＩ節Ｂで説明したように、逆電気分
解によって動力供給されることが可能である。上面には、２つの送信器電極１１０６、１
１０８もある。
【０１０８】
　丸薬１１０２が作製されると、集積回路１１００は、薬理学的に活性および／または不
活性な材料を任意の組み合わせで含み得る少なくとも１つの外層によって囲まれる。外層
は、胃の機械的作用と、胃液中の種々の化学成分（例えば、塩酸）の作用の組み合わせに
よって、胃の中で溶解する。
【０１０９】
　丸薬１１０２が溶解されると、集積回路１１００のエリアが胃内容物に曝露され、当該
内容物は、本目的のために電解質溶液であると見なされ得る。丸薬の溶解により金属層１
１０３および１１０４が露出されると、回路１１００に動力が供給され、当該回路は動作
を開始し、金属層１１０３および１１０４または回路自体が消化プロセスおよび酸によっ
て十分に溶解し、機能しなくなるまで動作し続ける。最終的には、チップの残りが体から
排泄される。
【０１１０】
　代替的な実施形態において、集積回路１１００は、丸薬１１０２内にカプセル化される
のではなく、当該丸薬に取り付けられる。例えば、回路１１００は、丸薬が調製されてい
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るときの当該丸薬の一端、丸薬の表面上の可溶性被膜中等に設置される場合がある。回路
１１００が全体的にまたは部分的に露出している実施形態において、集積回路１１００は
、丸薬が溶解した後ではなく、丸薬が胃に入った直後に動作し始める。
【０１１１】
　一実施形態において、回路１１００は、丸薬１１０２を識別する信号を送信する。識別
子は、丸薬１１０２の種類（活性原料、銘柄等）および／または用量を示すことができ、
ロット番号、シリアル番号、または、特定の丸薬をトレースすることを可能にし得る同様
の識別情報を提供することもできる。
【０１１２】
　図１２は、電子回路１１００の一実施形態のブロック図である。この実施形態において
、回路１１００は、第一の発振周波数がビット値０に対応し第二の発振周波数がビット値
１に対応する周波数偏移キーイングを使用して、所定のアドレス（識別子）ビットのシリ
ーズを連続的に送信する、送信器ユニットである。
【０１１３】
　上述したように、金属層１１０３および１１０４は回路１１００に動力を供給する。動
力（図１２では明確に示されていない）は、発振器１２０２、カウンタ１２０４、読み出
し回路１２０６、および、信号を送信するために送信器電極１１０６、１１０８を駆動す
る電極ドライバ１２０８に供給される。
【０１１４】
　発振器１２０２は、概して従来の設計のもの（例えば、リング発振器）であってもよく
、上述したように準静電周波数領域で動作するよう、有利に構成される。発振器１２０２
は、高電圧レベルと低電圧レベルの間で振動する駆動信号φ、および、駆動信号φと位相
が逆である反転駆動信号／φを生成する。一実施形態において、発振器１２０２は、信号
経路１２１０に提供された制御電圧によって決まる発振周波数を持つ電圧制御発振器（Ｖ
ＣＯ）である。
【０１１５】
　カウンタ１２０４は、駆動信号φおよび／φの振動をカウントし、読み出し回路１２０
６に現在のカウントを提供する。一実施形態において、カウンタ１２０４は、概して従来
の設計の８ビットカウンタであり、その他の種類のカウンタ（異なる幅を持つカウンタを
含む）を使用してもよい。読み出し回路１２０６は、例えば回路１１００が作製された際
に有利に固定される、アドレス（識別子）ビット１２１２のセットで構成され、上述した
ように、ビットは、丸薬１２１２の特定のインスタンスに固有のものであってもよいし、
同じ条件下で作製された多くの丸薬に共通していてもよいし、特定の薬理作用のある物質
を含有するすべての丸薬に共通していてもよい。アドレスビット１２１２は、概して従来
の設計の不揮発性ストレージ回路に格納されてよく、任意の数（例えば、８、１６、３２
、４８．．．）のアドレスビットが提供され得る。
【０１１６】
　読み出し回路１２０６は、ＶＣＯ１２０２の周波数を制御する発振器制御信号（例えば
、電圧）を線１２１０上に生成する。一実施形態において、読み出し回路１２０６は、例
えば、カウンタ１２０４によって提供された現在のカウントに基づいて現在のアドレスビ
ットを選択し、当該ビットの値に対応する周波数を選択する制御信号を信号線１２１０上
に生成するように構成される。（カウンタ１２０４によって決定されたような）数回のサ
イクル後、読み出し回路１２０６は、次のアドレスビットを選択し、対応する制御電圧を
信号線１２１０上に生成する。
【０１１７】
　アドレスビット値「１」および「０」を表すために、種々の周波数を使用することがで
きる。一実施形態において、１００ｋＨｚおよび２００ｋＨｚの周波数を使用して、それ
ぞれ値「０」および「１」を表すことができる。その他の値（例えば、１ＭＨｚと２ＭＨ
ｚまたは１ｋＨｚと５ｋＨｚ）を使用してもよい。選定された周波数は、有利なことに、
一般に４００ＭＨｚ超であるヒト組織の吸収モードをはるかに下回る。いくつかの実施形
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態において、ＶＣＯ１２０２は、約１ＭＨｚ以下等、約１０ＭＨｚ以下の周波数で動作す
るように構成される。いくつかの実施形態において、発振器は、約３００Ｈｚ～約１ＭＨ
ｚの周波数で動作するように構成される。
【０１１８】
　上述したように、ＶＣＯ１２０２は、信号線１２１０上の制御信号によって決定された
周波数で振動する相補信号φ、／φを生成する。信号φ、／φは、例えば図６に示すよう
に実装され得る電極ドライバ１２０８を制御するために使用される。
【０１１９】
　電極１１０６および１１０８は、回路１１００が動作しているときに胃液と接触してい
るため、近接場コンポーネントは患者の体の導電媒体に直接的に結合され、上述のように
適切に構成されたデータコレクタによって検出され得ることに留意すべきである。一実施
形態において、当該コレクタは、受信されたアドレス（識別子）および受信時刻をログす
るように構成される。データコレクタは、リアルタイムで、または患者が医療施設にいる
間に、この情報を外部機器へ再送信するように構成されてもよい。
【０１２０】
　本願に記載した送信器は例示的なものであり、変形形態および修正形態が可能であるこ
とが十分に理解されるであろう。例えば、データを送信するためにその他の符号化スキー
ムを使用してもよく、そのような一実施形態においては、周波数キーイングではなく位相
偏移キーイングが使用される。いくつかの実施形態において、当該技術分野において既知
である種々のキーイングスキームを使用して、複数のアドレスビットを、送信される単一
の符号に符号化することができる。
【０１２１】
　丸薬内にカプセル化された、または丸薬に取り付けられたそのような送信器は、多数の
使用法を有する。例えば、収集され外部から報告されたデータを参照して、患者が規定の
投薬計画に従っているか否かを判断することができる。また、丸薬摂取のタイミングを、
その他の生理的パラメータにおける変化（例えば、上述したような患者の体内に移植され
た遠隔機器によって、その一部またはすべてを監視することができる）と相関させること
ができ、当該相関関係を使用して、特定の薬物または用量の有効性を評定することができ
る。さらに、丸薬が溶解する際のみ送信器がアクティブになる場合（例えば、送信器が初
めは完全に丸薬内にカプセル化されている場合）、送信された信号は丸薬の溶解を示すこ
とができる。別の例として、データコレクタが患者に身に着けられたコンポーネントを含
む場合、適切な時刻に丸薬の存在が検出されなければ、医薬品を服用するよう患者に思い
出させる警報が活性化され得る。そのような送信器の使用法のさらなる例は、係属中のＰ
ＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６３７０号に記載されており、その開示および
その優先権出願は参照することにより本願に組み込まれる。
【０１２２】
　Ｂ．流量センサ
　本発明の実施形態は、多様な条件下において種々の生理的パラメータの計測に使用され
得る流量センサ、例えば血流センサを提供する。以下の説明においては血流の評定が強調
されているが、その他多くの生理液の流れは、本願において教示する体内電磁式流量セン
サによって測定され得ることを理解すべきである。例えば、数ある中でも、脳脊髄液、リ
ンパ液、胸腔内の流体、涙腺流、緑内障の場合の眼液、腎臓からの尿の流れを評定するこ
とができる。
【０１２３】
　本発明は、この広範な適用性を可能にする流体の性質と完全に無関係なデータを提供す
る。いくつかの実施形態において、血流センサは、血管内に移植されて無期限に適所に残
されることができ、患者が日常活動に従事している際、目立たないようにデータを計測お
よび記録することになる。当該データは後に、適切なインタフェースを使用して臨床医に
よって読み出され得る。その他の実施形態において、データは、患者の体内に移植された
、または患者の体に取り付けられたデータ収集機器内において収集および分析され、当該
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収集機器は、継続的に、または、医学的介入を必要とする病気が検出された際に警告を発
行する形で、患者に報告することができる。血流計測結果を使用して、多数の病気を検出
、評定、および治療することができ、その例を以下に記載する。
【０１２４】
　一実施形態において、図１の遠隔機器１０４は、流速および／またはヘマトクリット値
（患者の血液の赤血球で構成される容量パーセント）を計測することができる血流センサ
を含む。これらの計測結果を使用して、種々の生理的条件を検出することができる。例え
ば、「一回拍出量」－すなわち、心周期あたり心臓を流出入する血液の容積－は、動脈（
例えば、大動脈）または静脈（例えば、大静脈）における血流速度を計測し、血管の断面
積および心周期の持続時間を使用して一回拍出量を算定することによって測定され得る。
別の例として、循環障害（例えば、閉塞）も血流測定によって検出され得る。体組織がよ
り活動的になると、より多くの酸素（したがってより多くの血流）が必要になることから
、生理作用（例えば、消化、脳活動、腫瘍増殖または縮小等）における局所変化は、体の
関連領域内での血流の変化によって検出され得る。これらまたはその他の使用法のいずれ
も、血流データから作られることができ、センサが用いられる特定の用途は、本発明とは
関連がない。
【０１２５】
　いくつかの実施形態において、血流センサを含む遠隔機器は、血管内に移植され、標的
流体流動位置における血流および／またはヘマトクリット値を計測する。遠隔機器は、上
述したような準静電信号通信技術を使用して、計測されたデータをデータコレクタへ定期
的にまたは連続的に送信する送信器も含む。
【０１２６】
　本発明による流量センサは、種々の異なる構成を有し得る。いくつかの実施形態におい
て、当該センサは、移植可能であり、それぞれ上述したような準静電プロトコル等の無線
通信プロトコルを使用して通信している遠隔スタンドアロン機器上に存在する。そのよう
な遠隔スタンドアロン機器は移植可能であり、いくつかの実施形態においては小型で、例
えば、約１ｃｍを超えない、約１０ｍｍを超えない、約１ｍｍを超えない等の、約５ｃｍ
を超えない最長寸法を有し、いくつかの実施形態において、当該移植可能なスタンドアロ
ン機器の最長寸法は１ｍｍよりもはるかに短い場合がある。これらの実施形態は、リード
等、別の移植可能な機器には存在しない機器としてみなされ得る。
【０１２７】
　さらに他の実施形態において、センサは、その他の移植可能な機器、例えば缶に接続さ
れた、リード等の移植可能な機器の一部であってもよい。これらの実施形態において関心
が持たれているのは、各センサがリード上のアドレス指定可能なサテライトの一部である
多重リード構成等、多重リード構成の使用である。そのような多重リードは、第２００４
０１９３０２１号として公開された米国出願番号第１０／７３４，４９０号；第２００４
０２２０６３７号として公開された第１０／７６４，４２９号；第２００４０２５４４８
３号として公開された第１０／７６４，１２７号；および、第２００４０２１５０４９号
として公開された第１０／７６４，１２５号（これらの出願の開示は、参照することによ
り本願に組み込まれる）；ならびに、ＷＯ／２００６／０２９０９０号として公開された
ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０３１５５９号、ＷＯ／２００６／０６９３２２
号として公開されたＰＣＴ／ＵＳ２００５／０４６８１１号、および、ＷＯ／２００６／
０６９３２３号として公開されたＰＣＴ／ＵＳ２００５／０４６８１５号に記載されてい
るものを含み、当該出願の開示およびその優先権出願は、参照することにより本願に組み
込まれる。センサの性質およびその動作に応じて、いくつかの実施形態における多重リー
ドはこれらの係属中の出願に記載されているものであり、その場合、当該リードは流量デ
ータを取得するように構成される。
【０１２８】
　最も広い意味では、流量センサはいかなる都合のよいセンサであってもよい。いくつか
の実施形態において、血流センサは流量抵抗センサである。いくつかの実施形態において
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、血流センサは流量電磁式センサである。ここで、流量センサの例示的な実施形態のうち
、それぞれの実施形態について詳細に説明する。
【０１２９】
　１．抵抗流量センサ
　いくつかの実施形態において、センサは、血液の抵抗が流速とともに直接的に、且つ、
ヘマトクリット値、すなわち、血液全体のうち赤血球で構成される容量パーセントとは逆
に変動するという、既知の特性を活用する（例えば、Ｈｏｅｔｎｉｋら、ＩＥＥＥ　Ｔｒ
ａｎｓ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇｒ．５１：．７、１２５１（２００４年）；Ｓｉｇｍａｎ
ら、Ａｍｅｒ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．、１１８、７０８（１９３７年）を参照）。
【０１３０】
　一実施形態において、血流センサは、血流に接触する２つの端子の間に電流を印加する
ように構成されたセンサモジュールを含む。血液の抵抗によって作成された電位差を検出
するために、検知電極および差動増幅器が端子の付近に配置される。この電位差は、抵抗
に関連するものであり、これは同様に、血流速度と相関する。
【０１３１】
　別の実施形態において、血流センサは、計測された電位差を、患者の体内に移植されて
も患者の体に取り付けられてもよいデータ収集機器に通信するように構成された、無線送
信器を含む。無線送信器は、有利には、データ収集機器へデータを送るために準静電近接
場結合を使用する。データ収集機器において、データは後の臨床医への報告のために記録
され、さらなる生理的パラメータを算定するために使用され、および／または、患者に警
告する、一回分の医薬品を投薬する、心筋を刺激する等、何らかの自動アクションを取る
か否かを判断するために使用されることができる。
【０１３２】
　図１３は、本発明の一実施形態による、血流センサ１３００のブロック図である。セン
サ１３００は、端子１３０６と１３０８との間に接続された電流源１３０４、検知電極１
３１０および１３１２、差動増幅器１３１４、送信器セクション１３１６、ならびに電源
１３１８を含む。センサ１３００は、従来の作製技術を使用して、例えば半導体基板上の
集積回路として実装され得る。電源１３１８は、その他のコンポーネント（接続は示され
ていないが、当業者にはよく理解されるであろう）のすべてに動力を提供し、上記第ＩＩ
Ｉ節に記載した技術のいずれかを含む種々の手法で実装され得る。例えば、いくつかの実
施形態において、電源１３１８は、従来の電池を含む。その他の実施形態において、電源
１３１８は、血流に曝露された２つの異なる金属の電極を含み、逆電気分解によって動力
が生成される。また他の実施形態において、電源１３１８は、例えば近接場準静電結合（
例えば、上述したようなもの）を介して、遠隔源からエネルギーを収集する。遠隔動力源
を持つ実施形態において、血流センサ１３００は、遠隔動力源から動力を送信することに
よって、希望時刻に活性化され得る。特定の動力源または電源の構成は、本発明に絶対不
可欠なものではなく、詳細な説明は省略されていることが十分に理解されるであろう。
【０１３３】
　動作中、センサ１３００は、血管の内側、好ましくは固定位置に設置され、端子１３０
６、１３０８および検知電極１３１０、１３１２は、図１３において赤血球１３２２で表
される血流に曝露される。電流源１３０４は、電源１３１８によって動力供給されると、
端子１３０６と１３０８との間に定電流ｌを印加する。当該電流は、一部は流速に、一部
はヘマトクリット値によって決まる、抵抗ｐを有する血液を通過する。流れている電流は
、電流ｌ、血液の抵抗ｐ、および、検知電極１３１０と１３１２との間の距離Ｓによって
決まる、検知電極１３１０、１３１２全体の電位差（ΔＶ）を作成する。一実施形態にお
いて、ＢａｒｂｅｒおよびＢｒｏｗｎ、Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｅ．Ｓｃｉ．Ｉｎｓｔｒｕｍ．、
１７、７２３（１９８４年）に記載されているように、ΔＶ＝ｐｌ／２πＳである。
【０１３４】
　電位差ΔＶは、差動増幅器１３１４によって検出および増幅される。送信器セクション
１３１６に接続する信号線１３２４上に、ΔＶに比例する計測結果Ｍが生成される。
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【０１３５】
　検知電極１３１０と１３１２との間の距離Ｓは、必要に応じて変動され得ることに留意
すべきである。Ｓが赤血球のサイズ（例えば、６～８ミクロン）と同程度である場合、流
れ過ぎる個々の赤血球をカウントすることが可能になる。「細胞サイズ」の構成において
は、赤血球が機器の近くを通るとΔＶ中に離散的なパルスが発生し、その他の状況では電
子回路中の散弾雑音に類似している。いくつかの実施形態において、距離Ｓは、約８ミク
ロン以下を含む約１０ミクロン以下等、約２０ミクロン以下である。増幅器１３１４は、
パルスをカウントするカウンタに接続されることができ、それによって赤血球をカウント
してヘマトクリット値の計測結果を提供する。いくつかの実施形態において、流速とヘマ
トクリット値は別々に計測され得る。
【０１３６】
　計測値Ｍは、患者の体内に位置付けられた別の機器へ報告され得る。いくつかの実施形
態において、図１３に示すように、センサ１３００は、例えば上記で説明したような準静
電伝送技術を使用して値Ｍを無線で送信する、送信器セクション１３１６を含む。
【０１３７】
　送信器セクション１３１６は、計測データ（例えば、線１３２４上の信号Ｍ）を受信し
、上述したような近接場結合を使用して当該データを送信する。一実施形態において、送
信器セクション１３１６は、Ｍによって決定された周波数で送信を行う。この実施形態に
おいて、送信器セクション１３１６は、電圧制御発振器（ＶＣＯ）１３２６および電極ド
ライバ１３２８を含み、これらは上述した発振器および電極ドライバと略同様であっても
よい。ＶＣＯ１３２６は、計測信号Ｍによって決定された周波数で振動し、信号φおよび
／φを生成する。これらの信号は、電極ドライバ１３２８が送信器電極１３３０、１３３
２を、対応する周波数で駆動するように誘導する。
【０１３８】
　送信器セクション１３１６は、データを符号化および送信するためのその他の技術を実
装することもできる。例えば、計測データＭに基づく振幅変調は周波数変調で代用される
場合がある。別の実施形態において、送信器セクション１３１６は、計測された信号Ｍを
対応するデジタル値に変換するＡＤ（アナログ／デジタル）コンバータを含む場合がある
。このデジタル値は、図１２を参照して上述したアドレスビットと同様に、振幅変調、周
波数変調、位相変調、またはそれらの任意の組み合わせを使用して、符号化され、送られ
ることができる。また、いくつかの実施形態において、センサの識別子を符号化し、計測
値とともに送信してよい。識別子を送信することにより、患者の体内の異なる位置に設置
された複数のセンサに計測結果を報告させることが可能になり、報告された各計測結果は
そのソースと関連付けられている。
【０１３９】
　センサ１３００からの信号は、データコレクタ１０６（図１参照）によって検出され、
その中の情報は適切に取り扱われる。例えば、データコレクタは、患者のヘルスケア従事
者へ後に報告するために情報を格納することもできるし、当該情報を使用して、ペースメ
ーカを制御すること、抗凝固剤を血液中へ放出すること、閉塞の発現をリアルタイムで検
出すること、および適切な警報を生成すること等もできる。
【０１４０】
　本発明のいくつかの実施形態において、本発明の血流センサは、例えば図２３に示すよ
うにシリコンチップ等の固体支持体の表面上に位置付けられた複数の電極を含む。
【０１４１】
　図２３は、本発明の血流センサの一実施形態を示し、当該センサは、その表面上に１４
個の電極２３０３～２３１６が位置付けられたシリコンチップ２３０１から成る。各電極
２３０３～２３１６は、均一な距離ｄだけ隔てられている。最外部の電極２３０３および
２３１６は、流体を通る電流を駆動するための電流源として構成される。その他の電極２
３０４～２３１５は、電圧検知電極として構成される。隣接するすべての電極における電
圧信号に差動増幅器２３１９～２３２９を通過させて、２つの電極間の電圧差を取得する
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。各増幅器２３１９～２３２９の出力における電圧を処理回路に渡し、分析する。赤血球
２３３１が各電極対を通過すると、電極対間の抵抗は増大する。これにより、電極間で計
測された電圧差にスパイクが作成される。
【０１４２】
　図２４Ａは、電極２３０４と２３０５との間の電圧差を出力する増幅器２３１９の出力
における、図２３に示す機器によって計測された電圧信号を表す理論的データを示す。こ
の波形２４０１は、赤血球の群が電極２３０４と２３０５との間の空間を通過する際に予
測され得るものである。各ピーク２４０５～２４０９は、電極２３０４および２３０５を
通過する１つの赤血球によって引き起こされる。制御回路は、ピークをカウントし、体内
で継続的にヘマトクリット値の推定を求める。
【０１４３】
　図２４Ｂは、電極２３０５と２３０６との間の電圧差を出力する増幅器２３２０の出力
における、図２３に示す機器によって計測された電圧信号を表す理論的データを示す。こ
の波形２４１１は、図２４Ａの波形２４０１を作成したものと同じ細胞の群が電極２３０
５と２３０６との間の空間を通過する際に予測され得るものである。波形２４１１は、時
間ｔ１だけ遅延していることを除き、図２４Ａの波形２４０１とまさに同様である。処理
回路は波形２４０１および２４１１を受信し、当該技術分野において既知の技術を使用し
てそれらを相関させて類似の波形を認識し、時間差ｔ１を求める。次に、以下の公式を使
用して、電極２３０４と２３０５との間のエリアおよび電極２３０５と２３０６との間の
エリアからの、血液の速度ｖを計算することができる。
【０１４４】
　ｖ＝ｄ／ｔ１　（３．１）
　図２４Ｃは、電極２３０６と２３０７との間の電圧差を出力する増幅器２３２１の出力
における、図２３に示す機器によって計測された電圧信号を表す理論的データを示す。こ
の波形２４１３は、図２４Ａの波形２４０１を作成したものと同じ細胞の群が電極２３０
６と２３０７との間の空間を通過する際に予測され得るものである。当該波形は、時間ｔ

２だけ遅延していることを除き、波形２４０１とまさに同様である。波形２４１３を、図
２４Ａの波形２４０１、図２４Ｂの波形２４１１のいずれかと、または両方と比較するた
めに、相関技術が使用される。これは、ｔ２を計算するために使用されることになる。以
下の公式を使用して、電極２３０５と２３０６との間のエリアおよび電極２３０６と２３
０７との間のエリアからの、血液の大まかな瞬間速度ｖを計算することができる。
【０１４５】
　ｖ＝ｄ／（ｔ２－ｔ１）　（３．２）
あるいは、以下の公式を使用して、図２３に示す機器から電極２３０４と２３０５との間
の空間、および、電極２３０６と２３０７との間の空間からの距離２ｄにわたる、血液の
平均速度ｖを計算することができる。
【０１４６】
　ｖ＝２ｄ／ｔ２　　（３．３）
　本発明のこの技術は、センサの長さに沿ったすべての電極対における、およびその間の
、ヘマトクリット値および血流速度を計算するために使用され得る。異なる電極対を使用
して、２つのデータポイント間の間隔を、望ましい情報に応じて変動させることができる
。各連続する隣接対を使用して、センサの長さ全体にわたる血流の変化を追跡することが
できる。あるいは、センサの長さ全体にわたる平均血流の計測のために、さらに間隔を空
けた２つの電極対を使用してもよい。
【０１４７】
　本発明のセンサを使用して、細胞のその他の特徴を決定することもできる。例えば、ス
パイクの形状を使用して、細胞のサイズを決定することができる。大きい細胞ほど広いス
パイクを発生させ、一方、小さい細胞ほど鋭いスパイクを発生させるであろう。多数の細
胞にわたってスパイク幅の分布を見ることにより、細胞の長軸に対する細胞の短軸の相対
的サイズ等の統計が生成され得る。この情報を使用して、細胞の健康を評価することがで
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きる。血流センサおよび血流計測の医学的応用の実施形態に関するさらなる説明は、先述
の仮出願第６０／８２４，３０８号において見られ、その開示は参照することにより本願
に組み込まれる。
【０１４８】
　血流センサおよび血流計測の医学的応用の実施形態に関するさらなる説明は、先述の仮
出願第６０／７１３，８８１号にも見られ、その開示は参照することにより本願に組み込
まれる。
【０１４９】
　２．電磁式
　上述したように、本発明の実施形態によって提供される別の種類の流量センサは、体内
電磁式流量センサである。本発明の体内電磁式血流センサは、内液流、例えば血流の正確
な測定を初めて電磁的に可能にするものである。この革新により、心臓の一回拍出量等、
臨床的に有用な生理的パラメータの計算が可能になる。
【０１５０】
　本発明の実施形態の体内電磁式流量センサは、先行技術の方法に優る独自の利点を有す
る。当該センサは一般に非侵襲性または低侵襲性であり、血液温度を変化させたり血液に
物理的影響を与えたりする必要がない。この態様は、患者が日課に取り掛かっているとき
であっても血流を恒常的に監視することを初めて可能にするものである。この態様は、心
臓病の評定に極めて重要な特徴である。
【０１５１】
　本発明の体内電磁式流量センサの根本的な手法は、ホール効果を利用することであると
考えられる。多くの文献で、誤ってホール効果をファラデーの電磁誘導の法則に属するも
のと見なしている。しかしながら、本発明の文脈において、体内電磁式流量センサの基礎
となる根本的な物理学は、ファラデーの法則とは異なる。体内電磁式血流センサの主な利
点は、その信号が、十分な伝導率のものである限り、評定されている流体の性質とは完全
に無関係であるということである。流れの計測は、ヘマトクリット値および血液構成等の
要因とは無関係である。したがって、これらの実施形態のセンサは、流体組成に依存しな
い流量センサとしてみなされ得る。
【０１５２】
　図１５Ａ～１５Ｅは、本発明において使用される場合のホール効果を示す。ホール効果
は、文献中において、固体導体を通って電流が流れるという状況で提供される。そのよう
な論文は、広範なホール効果原理を実証するものである。例として、Ｅｌｅｃｔｒｉｃｉ
ｔｙ　ａｎｄ　Ｍａｇｎｅｔｉｓｍ、Ｅｄｗａｒｄ　Ｍ　Ｐｕｒｃｅｌｌ、Ｂｅｒｋｅｌ
ｅｙ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｃｏｕｒｓｅ、Ｖｏｌ．２、第二版、ＭｃＧｒａｗ　Ｈｉｌｌ、
Ｂｏｓｔｏｎ　１９８５年、Ｔｈｅ　Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｆｉｅｌｄ、２４３ページ、図
６．２８を参照されたい。Ｐｕｒｃｅｌｌ参考文献のこの章は、参照することによりその
全体が本願に組み込まれる。しかしながら、本発明においては、静脈および動脈を通って
物理的に流れる血液等、固体と液体が混合した体液という非常に異なる状況でホール効果
を検討する。図１５Ａにおいて、血液のイオン中の電子は白丸として示されており、当該
電子は伝導性の血液を通って流れる。図１５Ｂにおいて、静脈または動脈に対して横方向
に磁場が印加されると、イオン中の負に帯電した電子およびイオン自体は、下方へ偏向す
る。正に帯電したイオンは、上方へ偏向する。血液イオン中のこれらの電子は、血管の内
部表面に衝突するため、あまり下方まで移動することはできない。結果として、血管の底
部内面および血管の上部内面の両方に、電荷の層が発生する。これら２つの電荷層は、図
中のｚ方向に横方向の電磁場を生成する。本発明によって検出されるのは、この電場であ
る。ホール原理の伝導性の固体への適用は既に為されていたが、本発明者らは、当該原理
を伝導性の動流体にも適用し得ることを見出した。これら２つの例の間には、明確な区別
がある。例として、伝導性の液体においては、固体におけるホール原理の場合のように電
子のみが移動する代わりに、電子および正電荷担体の両方が移動する。したがって、図１
５Ａ～１５Ｃにおいて、黒色点として図式的に示される血液イオンは上方へ移行し、これ
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、下方へ偏向する。最終的に、固体導体と流れている伝導性の液体とにおけるホール効果
の間の最終荷電効果は、若干類似したものとなる。すなわち、上側には正電荷が生成され
、下側には負電荷が生成される。電荷を検出するために、同様の方法が使用される。図１
５Ｄおよび１５Ｅは、大きな血液封入体内の分子が、体内電磁式血流センサの場内にある
際にどのようにしてそれらの分子を整列させるかを示す線図を提供する。血液イオンが流
体内を移行する場合とは対照的に、分子は、固体血液封入体内の定場所に整列する。図１
５Ｄおよび１５Ｅにおいて、例示として赤血球が提供されている。しかしながら、血小板
およびその他の血液粒子も同様に影響を受けるであろう。体内電磁式血流センサの場に曝
された場合のイオンと固体封入体との位置決めの差異にもかかわらず、流れの測定を行う
ことに対する正味の影響は、液体内容物によって変動しない。Ｂｅｖｉｅｒは、これらの
荷電現象を十分に理解するための特定の関連理論を提示した（Ｂｅｖｉｅｒ、Ｔｈｅ　Ｔ
ｈｅｏｒｙ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ
　Ｆｌｏｗ　ｍｅｔｅｒ、Ｖｏｌ．４３、１９７０年、５７７～５９０ページ、参照する
ことによりその全体が本願に組み込まれる）。仮想電流についてのＢｅｖｉｅｒの理論は
、本発明者らが、本発明の機器がどのように機能するかを実用的に理解し、その最適化を
提供する上で、有用であった。
【０１５３】
　本発明の実施形態における電磁式流量センサの動作は、導電体が磁場を通って磁力の線
に対して直角に移動する際に、当該力の磁力線の方向と導体の運動の方向との両方に対し
て直角にある導体内において電位差が発生するという事実に依存している。したがって、
外部回路を介して導体の端部を接続すると、電流が流れる、すなわち、起電力が誘導され
ることになる。
【０１５４】
　誘導される起電力の大きさは、磁場の強度、電位勾配の方向における導体の広がり、お
よび、磁力の線に対して直角な方向における導体の運動の速度に依存する。重要なことに
は、誘導された起電力の強度は、導体を構成する材料の性質とは無関係である。
【０１５５】
　誘導された起電力の強度を、数学的に表現することができる。
【０１５６】
　Ｅ＝ＨＬｖ１０－８　　（４）
ここで、
　Ｅは、求められる起電力（単位：ボルト）であり、
　Ｈは、磁場強度（単位：エルステッド）であり、
　Ｌは、運動の方向および力の磁力線の方向に対して直角な導体の長さ（単位：センチメ
ートル）であり、
　ｖは、磁力の線に対して直角な方向における導体の運動の速度（単位：ｃｍ／秒）であ
る。
電極が流動液体に浸されている場合、物理長Ｌは有効長になるように修正され、電極間隔
と必ずしも等しくはない。
【０１５７】
　導体が磁場を出ると直ちに、起電力は消失する。しかしながら、導体が磁極間の一定直
径のチューブ内を流れている電解質である場合、電位勾配は、それが流れている限り、電
解質内に維持されることになる。この場合、上記の方程式（４）も当てはまる。しかしな
がら、磁場の強度、および、記録電極が取り付けられている地点における流量流れの直径
がいずれも一定に維持されている場合、結果として生じる起電力は、速度のみとともに、
線形方式で変動することになる。この場合、誘導される起電力を以下の公式で説明するこ
とができる。
【０１５８】
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【数３－１】

　したがって、この方法によって血管内の血流の正確な速度曲線を記録するために、血管
は、当該血管の軸が磁力の線に対して直角となる、一定且つ均一な磁場内に設置され得る
。これらの実施形態において、血管の断面積は、電極の面内において一定に保持され得る
。
【０１５９】
　続いて、電極は適切な記録システムに接続され、生じる（および、例えば記録される）
電位における結果としての変動は、血管内における血流の速度変動の遅滞がない、実態を
提供する。適切な増幅器を使用することにより、適切な、小型で弱い磁石を必要に応じて
用いることが可能になる。
【０１６０】
　電磁式センサの実施形態は、磁気ベクトル、流量ベクトル、および電極ベクトルが三次
元空間にスパンし、その結果これら３つのベクトルがすべて同一平面状にないという条件
下で動作するセンサとして特徴付けられ得る。
【０１６１】
　いくつかの実施形態において、移植可能な電磁式流量センサは、一対の検知電極と検出
回路とを含み、当該検出回路は、（ｉ）検知電極間の電位差であって、所望の標的部位に
おいて流動流体に印加された磁場に起因する電位差を検出し、（ｉｉ）出力信号であって
、検出された電位差と相関する出力信号を出力ノードにおいて発生させるように構成され
る。いくつかの実施形態において、印加された磁場は、交流周波数を有する交流磁場であ
り、検出回路は、交流周波数における電位差、すなわち、印加される交流磁場と同じ周波
数を検出するように構成される。
【０１６２】
　以下で概説するように、動作中に印加される磁場は、体の内部または外部にあるソース
から印加され得る。そこで、一実施形態においては、センサ自体が、磁場発生素子、例え
ば１つ以上のコイルを含む。
【０１６３】
　いくつかの実施形態において、センサは、機器の種々の要素が固体支持体の表面上に存
在するという点で特徴付けられる場合がある。固体支持体は、平面、例えばチップ状、曲
線、例えば円筒型（例えば、心臓血管リード）、およびチューブ状（例えば、ステント）
等の種々の異なる構成を有することができ、種々の要素が存在する表面は、特定の実施形
態に応じて、内部表面であってもよいし、外部表面であってもよい。
【０１６４】
　図１６Ａおよび１６Ｂは、本発明による、体内電磁式血流センサの平面実装の、２つの
異なる実施形態を示す。これらの図の実施形態は、図示するようなマイクロチップ構成を
有し、センサを実装するための回路（例えば、コイルまたは電極の形のもの）が、平面基
板１６０１の同じ平面上に存在する。これらの図中に示す機器は、磁場を印加するための
コイル１６０２を含む。電流源１６０３は、当該コイルの周囲に電流を駆動する。当該コ
イルの周囲には一連の電極が据え付けられ、Ｘ＋およびＸ－ならびにＹ＋およびＹ－電極
として示されている。図１６Ａは、電極が円形コイル１６０２の外部にある構成を示す。
図１６Ｂは、方形コイル１６０２が４つの電極の周囲に据え付けられた構成を示す。
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【０１６５】
　体内電磁式血流センサの使用中、磁場は血液流体中において電磁ポテンシャルを誘導す
る。誘導された当該ポテンシャルは、電極において検出される。二対の検知電極があるた
め、電極の面において流体が流れている方向を、必要に応じて決定することもできる。以
下の公式を使用して、これらの場の強度をＳＩ単位系で説明することができる。
【０１６６】
【数３－２】

これは完全にスケールに依存しない。
ｖ＝１ｍ／ｓ、Ｎ＝１０３、Ｉ＝１０－３Ａの場合、
【０１６７】
【数４】

の感度が達成される。
【０１６８】
　この分析は、体内電磁式血流センサが完全にスケールに依存しないものであることを実
証している。例として、大型または小型の体内電磁式血流センサは、同じ大きさの信号を
提供するであろう。信号の大きさは、コイル内での回転数および当該コイルを通って押圧
される電流の量によってのみ決定される。したがって、機器が初めは大スケールで設計さ
れた場合でも、回転数およびコイルを通る電流の量が維持されるという条件で、同じ信号
を提供しながらこの設計を適宜小型化することができる。
【０１６９】
　１００回転のコイルおよび当該コイルを通る１０μアンペアの電流ならびに信号を使用
して計算すると、極めて小さく、１０－１１ボルトとなる。マイクロボルトの感度は、１
０００回転のコイルおよび１ミリアンペアの電流によって可能である。これは、毎秒１メ
ートルあたり１マイクロボルトの流量感度を提供し、臨床的に極めて有用である。基準点
として、大動脈血流速度は一般に毎秒数メートルである。
【０１７０】
　体内電磁式血流センサのそのような実施形態は、大動脈血流速度のような生理的パラメ
ータを容易に検出する。上記の分析のとおり、機器は適宜小さく小型化して構成されるこ
とができ、機器は直径１センチメートルのチップとして構成されてもよい。そのようなチ
ップは、大動脈壁に押し付けられて、継続的な血流速度読み出しを提供することができる
。カテーテルベースの展開機構によって、所望のエリアに付着した埃の粒のサイズまで機
器を縮小することもできる。
【０１７１】
　図１７は、外部コイルを使用して磁場が印加される、体内電磁式血流センサの一実施形
態の図である。これらの大型コイルは、検知電極と同じチップに統合されたコイルによっ
て発生され得るものよりも大きな磁場を生成する。この実施形態は、上述したものと同じ
一般的原理の下で稼働するが、用途は若干異なる。一般に、１０分の１のテスラコイルが
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用いられる。図１７は、二対の電極を示す。一対の電極は、上大静脈内に設けられている
。第二の電極対は、下大静脈内に設けられている。これらの二対の電極により、心臓への
総静脈血流量が計測される。計算はそのようにして提供されるため、行うのが困難ではな
い小さな補正である心臓内の循環からの寄与は無視することになる。上述したような機器
を使用して、心臓への総流量が提供される。心周期全体にわたって統合することにより、
このデータから一回拍出量が計算される。これには、患者に移植される必要があるハード
ウェアが極小であるという利点がある。二対の電極といくつかの増幅器があれば十分であ
る。作業のほとんどは、診療所に容易に設けられ得る外部コイルによって為される。その
ような機器を設計し、手術台に内蔵することができる。そのような機器は、外科的処置中
における血流の監視を可能にする。レイアウトは、空港の金属探知機と同様に、極めて単
純なものであってもよい。患者は単にそのような機器を通って歩き、すると当該機器が血
流を計測することができる。急性の実装においては、望ましいデータを提供するために、
当該機器には外部コイルが必要である。
【０１７２】
　図１８は、センサのリード実施形態の例を示しており、ここでは、図１７に示すものと
類似した電極対を提供するために、上述したもののような多重リード上の複数の電極が使
用されている。この実施形態は、曲線状の固体支持体（例えば、リード）の表面上にコン
ポーネントが存在するセンサの１つの例示であり、ここでは、固体支持体の外曲面上にコ
ンポーネントが存在する。血管の縁部上に遠く離して電極を据え付けることが有利である
。この構成は、血管を通って流れる電流の大部分を提供し、より高い感度を提供している
。四分円電極を持つ多重リードが用いられる場合、検出可能な信号を与えるために、サテ
ライト電極の反対側の四分円が用いられる。いくつかの実施形態においては、電極から電
流が発生し、次いで一巡して元の負極に戻るため、若干の信号が失われ得る。しかしなが
ら、依然として重要な信号が生成される。単に外部磁場および差動増幅器を追加すること
により、多重電極リードの四分円電極は血流センサとして機能する。四分円電極が体内の
どこに展開されても、極小の予備ハードウェアによって、該電極は本発明による血流セン
サとして構成され得る。
【０１７３】
　図１９は、本発明のステント型血流センサ１９００実施形態を提供する。この実施形態
は、曲線状の固体支持体の別の実施形態を表すものであり、ここでは支持体の内曲面内に
コンポーネントが存在する。このチューブ状構造体は、血管に挿入される。挿入後、セン
サは壁に押し付けられる。ステント基板１９０１の２つの向かい合う側面上には、磁場を
生成するコイル１９０２および１９０３が設けられる。基板１９０１の他２つの向かい合
う側面上では、電極１９０４および１９０５が、誘導された電圧を検知する。標準的金属
ステントの使用では効果が不充分である場合、ステント１９００を非導電材料で被覆して
もよい。本発明のステント型血流センサ実施形態は、多くの利点を与える特殊な特徴を有
する。ステントの機械的安定性は、適所にジオメトリを保持し、センサを長期にわたって
非常に安定したものにする。検知電極間の距離におけるあらゆる変化が信号における変化
をもたらし、当該変化はドリフトとして現れるであろう。本発明のステント実装は、運動
がほとんどないように機械的に固定され得る。本発明のステント型血流センサ実施形態に
おけるコイル１９０２および１９０３は、ジオメトリ的な利点を提供することができる。
当該コイルは、多重回転コイルとして提供されてよい。このジオメトリは、コイルを通し
てかなりの電流を加え、大信号を生成する機会を可能にする。そのようなステント型セン
サは、大動脈内に設置され得る。そのような機器を有利に使用するのは、動脈瘤修復手術
の一環としてであろう。この場合、当該機器は、動脈瘤を塞ぐために使用されるステント
に内蔵されるであろう。あるいは、体内電磁式血流センサのステント実施形態は、頸動脈
または大静脈内に入れられる。ステント機器の一部としてステントが留置される事実上す
べての該当する心臓の場所において設置が容易であることにより、血流計測の付加機能性
を提供する。
【０１７４】
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　体内電磁式血流センサの、ステントが置かれた実施形態においては、監視機器が設けら
れ得る。このシステムにおいては、多数の伝送機構が有用である。最も単純なものは、ペ
ーシング缶等、ワイヤが中央コントローラへ戻る有線機構である。例えば、上述したよう
な、体を介して無線で情報を送信するための方法等、本発明者らが種々の特許出願書類に
おいて以前に開示した伝送技術を用いてもよい。
【０１７５】
　図２０は、上大静脈を下り、前庭を通って心臓へ続く、リード２００３の固定機構２０
０２に内蔵された体内電磁式血流センサ２００１の例を提供する。固定機構は、このリー
ドを適所に保持するために任意で設けられてもよく、当該機構の多くは当業者によく知ら
れている。本説明図では、傘開口部型機器が示されている。突起が出て、それを適所に保
持するために静脈壁に押圧している、その他の機構が提供される。いずれの固定機構が選
出された場合でも、機器の端部には、磁場からの血流を検出するための検知電極が設けら
れる。図２０の実装の変形形態が図２１および２２に示されており、これも有利である。
図２２に示す実装では、右心房から右心室へ通過する際に血流が検知される。心臓再同期
処置においては、リードが上大静脈を下り、前庭を通って右心房へ続き、その後冠状静脈
洞へ下るようにすることが一般的である。心臓の三次元モデルを概説すると、冠状静脈洞
２００６を表す開口部は、右心房を右心室に接続する弁に極めて近い。すべての体循環が
この弁を通過することから、そのような場所は血流を計測するのに自然な箇所である。こ
の有利な位置決めの恩恵を享受するために、検知電極２００４および２００５は、三尖弁
のいずれかの側面において、このリード２００３に重着される。続いて、外部磁場を使用
して流れが検出される。すなわち、右心房から右心室へ通過する血流が使用される。これ
は、心周期全体にわたって統合すること等により、体循環由来の一回拍出量の計測を提供
する。体内電磁式血流センサのこの実施形態は、上述したもののような多電極リードによ
って、単に適切な箇所に２つのさらなる電極を設置することにより、遂行され得る。医師
は、これらの電極を最も有利な場所に留置するであろう。次いで電極は、処置の過程中だ
けでなく計測が行われる時間全体にわたってそれらの動きを防止するために、固定される
であろう。そうでなければ、偏移が何らかのドリフトとして現れるリスクがある。これら
の電極の設置を理解するための機構は、仮想電流形式を使用して、仮想電流がどのように
流れるかを見ることである。次いで、電流フローが長期にわたって安定しており、電極の
小さな変位に対する感度が低い構成が導き出される。
【０１７６】
　図２１は、センサに有利な場所を提供する固定の方法を提供する。リードの先端は冠状
静脈洞内にとどまり、心房を通る血流を検知するために、検知電極２００４および２００
５を吊設する。図２２は、さらなる有利な設置手法を示す。この場合、電極２００４およ
び２００５は弁のいずれかの側面に取り付けられ、さらなる安定性のためにリードの端部
は冠状静脈洞内に入れられる。ここで、検知は高い臨床妥当性を有し、弁を直接的に通る
血流は正確に評定される。
【０１７７】
　体内電磁式血流センサにおける磁場の応用は、任意の好都合の手法を使用して遂行され
得る。図１７において、磁場の応用は単に２つのヘルムホルツコイルとして示されている
が、その他多くの構成が体内電磁式血流センサにおいて実装され得る。印加される磁場は
、ＡＣ（交流）磁場であってもよいし、ＤＣ（直流）磁場であってもよい。いくつかの実
施形態において、磁場は、流れ方向および検知電極軸の両方に対して垂直に（または少な
くとも実質的に直角に）整列される。一般に、２つのコイルは、すべての場所でこの目的
を遂行することはできない。そのような場合、患者は、信号を最適化するために場所を変
更するよう指導され得る。しかしながら、患者による再位置決めの必要性を制限または除
外する、その他の実装がある。三対のヘルムホルツコイル、Ｘ対、Ｙ対、およびＺ対を形
成し、これらの平衡を適切に保つことにより、磁場ベクトルの方向は、場の一定の強度お
よび大きさを維持しながら、事実上、変更され得る。このようにして、電極全体にわたる
最大信号強度に対応する磁場の方向が測定され得る。最大信号強度のこの条件が確立され
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ると、流れ方向および電極軸によって画定される面に対して磁場が垂直となることを確実
にすることができる。そのため、いくつかの実施形態は、センサの電極を位置決めするこ
と、磁場を印加すること、および、当該場に対するセンサ電極の場所を決定することを含
む。この手法は、磁場を印加するために最適な方向を達成するための設定および較正機構
を遂行するであろう。
【０１７８】
　３．さらなる流量センサの考察
　本願に記載するセンサ実施形態は例示的なものであり、変形形態および修正形態が可能
であることを理解されたい。さらに、種々の異なる位置における局所的な血流パラメータ
を、例えば連続的にまたは同時に計測するために、患者の循環系内の異なる位置に複数の
センサを移植することができる。すべてのセンサは、当該センサが用いられるシステムの
構成に応じ、上述したような無線信号通信を使用して、または、多重リード内の導電部材
によって、中央データ収集機器（例えば、ペースメーカ制御缶）にデータを直接送信する
ことができる。中央収集ポイントから、データは、処理される、および／または、処理の
ための外部機器へ転送されることができる。データ収集機器は、必要に応じて、内部にあ
っても外部にあってもよく、例えば収集機器は、患者が当該機器を身に着けている間、患
者の皮膚に接触する電極を持つ時計またはベルトとして実装され得る。外部機器は、警報
、計測データ等を含む可聴および／または可視情報を、患者または臨床医に提供すること
ができる。そのような機器は、当該機器によって回収されたデータの転送先となり得るコ
ンピュータに当該機器がそれを介して接続され得る、通信ポートを含んでもよい。
【０１７９】
　本願に記載するセンサ実施形態は、患者が通常の活動を行っている間を含み、無期限に
移植され動作され得ることに留意すべきである。センサに対してどのように動力が供給さ
れるかに応じて、センサは、連続的に、または臨床医によって選択された何らかの負荷サ
イクルで動作され得る。センサによって報告されたデータは、患者が臨床医を訪ねるまで
収集機器内に格納され、臨床医は患者の来訪時にデータを読み出し、患者の状態を評価す
ることができる。いくつかの実施形態において、収集機器は、異常な状態を示すデータが
受信された場合、患者に対する可聴警報または可視警報を生成することもでき、当該警報
は医学的な注意を求めるように患者に促す。
【０１８０】
　いくつかの実施形態において、２つの異なる周波数で計測結果が得られ、センサは２つ
の異なる周波数において計測結果を得るよう適切に構成される。そのような実施形態にお
いて、第一の周波数は第二の周波数よりも高くてもよい。例えば、より高い第一の周波数
は、約１００ｋＨｚから約１ＭＨｚの範囲であってもよく、第二の周波数は約３０ｋＨｚ
から約５０ｋＨｚの範囲であってもよい。各周波数において検出された信号に基づいて、
標的流体部位内に存在する細胞の存在を、例えば定性的にまたは定量的に検出することが
できる。例えば、細胞が存在しない場合、異なる周波数において検出された信号には実質
的に差異がない。しかしながら、細胞が存在する場合、各周波数において検出される信号
は異なるであろう。このように、分析下での標的流体流動部位における細胞の存在は、定
量的にまたは定性的に測定され得る。
【０１８１】
　４．血流計測の応用
　上記の血流センサ機器により、本願に記載した種類のセンサによって報告された計測結
果（例えば、血液抵抗率、誘導ＥＭＦ）から多数の生理的パラメータを導き出すことがで
きる。これらのパラメータを使用して、患者の病気を診断し、治療計画を決定し、応答に
基づいて、センサの連続使用から判断されたように当該治療計画を修正することができる
。
【０１８２】
　例えば、「一回拍出量」は、心周期あたり心臓を流出入する血液の量をいう。一実施形
態において、心臓付近に位置付けられた血管を通る血液の流速を検出するために、センサ
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が置かれる。精度の観点から、センサを移植するためには大動脈が望ましい位置であるが
、医学的考察により、大動脈への移植は非実用的であるとされる場合がある。大静脈は、
カテーテル処置中に概してアクセス可能であり、移植に適したもう１つの部位である。例
えば、直接的に（移植のため血管にアクセスしている間に）、統計的推定によって（例え
ば、適切な患者集団全体の平均に基づいて）、電気的断層撮影によって、または、その他
任意の適切な技術によって、移植部位における選択された血管の直径または断面積が計測
される。流速に断面積を乗じると、血管を通過する血液の総容積を決定するために心周期
の持続時間全体にわたって統合され得る、フラックス測定が提供される。一回拍出量は、
心臓の健康に関する１つの指標を提供するものである。
【０１８３】
　別の例として、閉塞の発現（または部分閉塞の悪化）が予期される任意の位置に流量セ
ンサを移植することにより、血管閉塞を検出することができる。血管の閉鎖は、当該血管
の血流速度プロファイルに影響を及ぼすことになり、当該影響は、閉鎖の程度が増大する
に伴って強くなる。したがって、本願に記載したような流量センサを使用して、急性また
は慢性の血管の閉塞を監視することができる。例えば、急性血栓症はこのようにして検出
されることができ、検出により、患者への警告および／または抗凝血剤の自動放出をトリ
ガする。流速が経時的に変化する際の抵抗の変化を検出することにより、血管内における
プラーク沈着の慢性的な成長を計測することもできる。
【０１８４】
　心臓の健康のさらなるメトリクスを定義してもよい。例えば、上述したように、血液抵
抗率は、流速に伴って直接的に、およびヘマトクリット値とは逆に変動する。結果として
、抵抗計測において流速とヘマトクリット値の影響を分離することが困難となり得る。短
期間では、ヘマトクリット値は事実上一定であり、これは問題にならないが、長期的な監
視の場合、ヘマトクリット値の考えられる変動およびその抵抗率への影響を考慮すべきで
ある。ヘマトクリット値依存性が（例えば、比率の消去によって）除去されるメトリクス
を有利に使用して、心臓の健康における変化の長期的な監視を容易にすることができる。
例えば、ｖｍａｘが心周期中の最大流速であり、ｖｍｉｎが最小流速である場合、流量比
ηは、
【０１８５】
【数５】

として定義され得る。
【０１８６】
　ηは、健康な心臓であれば大きく、弱い、または罹患した心臓であれば小さいと予測さ
れるであろう。そのようなメトリクスの利点は、抵抗率ベースの血流センサ（例えば、上
述したようなもの）において、流速およびヘマトクリット値の影響から解放することが困
難となり得ることであり、方程式（６）においては、あらゆるヘマトクリット値依存性が
相殺されるであろう。その他同様のメトリクスを構成し、臨床的観察を通して検証するこ
ともできる。
【０１８７】
　その他の実施形態において、ヘマトクリット値と流れは別々に計測される。一実施形態
において、ヘマトクリット値は、流速が既知である（且つ、好ましくは固定である）領域
における抵抗を計測することによって測定される。別の実施形態においては、小型流量セ
ンサが、個々の赤血球の通過を検出する。例えば、上記で図１３に示したセンサ実施形態
は、６～８ミクロン範囲の距離Ｓで、半導体基板上に作製され得る。
【０１８８】
　半無限媒質の場合、この種類の機器によって計測される電圧Ｖは、
【０１８９】
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【数６】

によって求められ、ここでｐは媒質の抵抗率であり、ｌは印加される電流である（Ｂａｒ
ｂｅｒおよびＢｒｏｗｎ、Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｅ：Ｓｃｉ．Ｉｎｓｔｒｕｍ．、１７、７２３
（１９８４年）を参照）。生理学的状況において、半無限媒質の近似は疑わしい場合があ
るが、方程式（７）は、機器サイズＳがその他の寸法（例えば、血管の直径）に対して小
さくなる際には、信頼できるものとなる。この文脈において、方程式（７）からの逸脱は
、１のオーダーの形状因子によって特徴付けられる傾向があり、近似を信頼性のあるもの
にするであろう。
【０１９０】
　寸法Ｓが赤血球（Ｒｅｄ　Ｂｌｏｏｄ　Ｃｅｌｌ；ＲＢＣ）のサイズと同程度になる場
合、新たな影響が検出可能となる。個々のＲＢＣがセンサの近くを通過する際、電子回路
内の散弾雑音に類似した離散的な崩壊をポテンシャル場に作成する。この効果を使用して
、個々のＲＢＣをカウントし、ヘマトクリット値の絶対指標を求めることができる。ＲＢ
Ｃの異なる配向から生じる抵抗率の変動により、抵抗率に対するヘマトクリット値および
流速の影響を分離した、流れの計測結果が求められる。例えば、図２３および２４Ａ～２
４Ｃを参照されたい。これら２つのパラメータは、その後、患者の健康の明確な指標とし
て使用され得る。
【０１９１】
　その他の実施形態において、負傷（例えば、出血）の検出および創傷管理に血流センサ
が使用される。内出血または外出血をもたらすあらゆる負傷は、負傷部位を囲む血管にお
けるフロープロファイルも変化させることになる。したがって、出血が停止したか否かを
検出するために、負傷部位もしくは手術部位に、またはその付近に、流量センサを移植し
てよい。手術部位の場合、兆候が明らかになる前であってもアクションを取ることができ
るよう、手術後の内出血を検出するためにそのようなセンサを移植することが有用となり
得る。
【０１９２】
　さらに他の実施形態では、血液の供給先である体組織または臓器における生理作用のイ
ンジケータとして、血流を使用する。体内のシステム、臓器、または組織がより活動的に
なったとき、それらの位置への血流は、増大した代謝要求を満たすために増加することが
一般に知られている。例えば、脳の種々のエリアへの血流は、それらのエリアが活動的で
ある場合（例えば、種々の種類の精神活動中）に増加する。脳内またはその周囲の血流セ
ンサを使用して、そのような活動を検出し、種々の精神活動を脳の関連領域と関連付ける
ことができる。血流の増加が予測される状況でそれがないことは、異常を示す場合もある
。
【０１９３】
　関連の実施形態において、本願に記載するようなセンサは、「嘘発見機」を構成するた
めに用いられる。虚偽の挙動および虚偽でない行動に従事している被検体を研究すること
により、血流パターンにおける特徴的差異（例えば、脳のいくつかのエリアがより活動的
になる場合がある）が識別され、その後、これらの差異は、その他の被検体における虚偽
の行動を検出するために使用される。同様に、胃および腸は、消化中に増加した血流を受
け取るため、胃腸の血管内に設置されたセンサを使用して、消化プロセスを検出および監
視することができる。
【０１９４】
　腫瘍への血流は、当該腫瘍へのサイズおよびそれが増殖しているか縮小しているかによ
って決まるため、悪性腫瘍等の異常組織を監視することもできる。腫瘍に送り込む血管に
おける血流の変化は、治療の所与の過程がどのように有効に稼働しているかについての目
安を提供し得る。この情報は、臨床医が治療を継続するか変更するかを判断するのに使用
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され得る。
【０１９５】
　本願に記載した使用法は例示的なものであり、本発明は血流計測用の特定の使用法に限
定されるものではないことが、十分に理解されるであろう。
【０１９６】
　Ｃ．移植可能薬物送達
　いくつかの実施形態において、システムは、例えば、当該システムの機器の１つ以上が
薬物送達機器として作用する、薬物送達機能を含む。例えば、当該機器の１つは、「Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｐａｒａｍｅｄｉｃ」と題され、２００６年８
月３１日に出願された、米国仮特許出願第６０／８２４，１１９号に記載されているよう
な移植可能薬物送達機器であってよく、その開示は参照することにより本願に組み込まれ
る。したがって、システムの機器の１つ以上が移植可能医療機器を含んでよく、そのうち
の１つ以上が患者の体内に移植され、体内への生理活性物質の制御放出を可能にすること
ができる。機器は、薬物を充填した１つ以上の容器と、投与機構と、電池および／または
エネルギー捕捉回路と、マイクロチップとを備えてよい。さらに、機器は、体内の状態を
計測し、診断を実行する制御ユニットに情報を送信する、センサを備えてよい。薬物を投
与すべきであると制御ユニットが判断した場合には、当該センサは特定の薬物を放出する
ために、１つ以上の薬物容器に対して信号を送信することができる。機器は、除細動パル
ス等のソースから周囲電気エネルギーを採取することにより、容器および／またはセンサ
にエネルギーを与えることができる。その他の実施形態において、容器および／またはセ
ンサは、電池または放射性同位体等の内在動力源によって動力供給されることができる。
【０１９７】
　本発明の身体移植可能な医療器具の一実施形態において、当該身体移植可能な医療器具
は、手術中に体内に設置されるステントに内蔵され得る。例えば、ステントは、心臓発作
のリスクがある心臓病患者の左冠状動脈内に設置されることが多い。動脈に挿入されるス
テントに身体移植可能な医療器具を組み込むことは、いずれにせよ、体に加わる応力は最
小にしつつ、非常に望ましいエリア内への身体移植可能な医療器具の設置を可能にする。
左冠状動脈への設置により、体の外部から送達される場合よりも少ない薬物容量の送達も
可能になる。左冠状動脈内に送達されると、薬物はほぼすぐに心臓に引き込まれる。
【０１９８】
　本発明の別の実施形態において、身体移植可能な医療器具は、体内のどこかの組織に縫
い付けることが可能なループまたはその他のアタッチメントを含む。これにより、心臓発
作の場合の薬物を送達するために心臓組織等の特定の所望エリア、または、抗癌剤を送達
するために腫瘍があると考えられるエリアに、当該器具を設置することが可能になる。
【０１９９】
　本発明の一実施形態は、浸透圧ポンプ、モーターポンプ、ワックスカプセル化医薬的因
子の電気放出、およびワックス表面の皮膚用パッチ剤の電気放出だけでなく、当該技術分
野において既知の移植可能な医療機器による薬物の投与のあらゆる方法を含み得る。さら
に、投与の方法は、薬物を放出するためにエネルギーを採取し開封する、圧電性結晶を含
み得る。本発明の別の実施形態において、Ｓａｎｔｉｎｉら、２００５年２月１日に出願
された米国特許第６，８４９，４６３号および２００３年４月２２日に出願された第６，
５５１，８３８号によって教示されるような、１つ以上の個々にカプセル化された容器の
システムも使用され得る。また、投与の方法は、薬物を注射する磁針を含み得る。
【０２００】
　使用される材料および投与の方法は、身体移植可能な医療器具が少なくとも１０年の体
内における耐用期間を有し、必要に応じて、１秒以内に薬物を投与できるように設計され
るべきである。これらの数は単なる指針であり、限定を意味するものではない。
【０２０１】
　身体移植可能な医療器具の一実施形態において、薬物を内部に保つために、容器の上端
部に金属層またはポリマー層を設置してもよい。薬物を放出することが望ましい場合には
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、身体移植可能な医療器具は当該容器を活性化させることができる。電流は、金属全体に
送られて、それを溶解させることができる。ポリマーの場合には、電流がそれを薬物に対
して透過性にすることができる。移植に適した任意の金属またはポリマーが使用され得る
。使用される材料の重要な特徴は、最適な条件が整えば、瞬時に溶解しながら、薬物の望
ましくない分散を回避するために人体の内部において長く存続し得る点である。材料の特
性および層の厚さが、これらの特徴を決定することになる。使用が考えられる材料は、チ
タンおよびプラチナならびにそれらの合金等、人体内で使用するのに適したあらゆる金属
を含む。厚さは、体内において依然として長く、すなわち、少なくとも１０年存続可能で
ありながら、できる限り小さいものであるべきである。薄層は、当該層が瞬時に溶解され
るようにし、体内に放出される金属またはポリマーの量も制限して、毒性に関するあらゆ
る問題を制限することが可能である。
【０２０２】
　身体移植可能な医療器具の別の実施形態では、異なるｐＨの局所領域を作成することに
より、薬物を放出することが望ましい場合に溶解され得る、容器を覆って設置された金属
またはポリマー等のフィルムを使用する。例えば、電位は、微細加工電極全体にかかり、
Ｈ＋イオンを放出し、それによりｐＨを低下させることができる。これは、極めて局所的
な領域において為され、除去される層を直ちに囲むことができる。血液のｐＨは約７．４
であり、電極に局所的な領域におけるｐＨは、約２以下まで下がり得る。ｐＨに対して極
めて感度の高い、安定性または溶解性を有する金属またはポリマーを使用することができ
る。極めて低いｐＨに曝露されると、当該材料は溶解するであろう。あるいは、薬物を放
出させるのに十分なほど材料の透過性を増大させるｐＨの変化の結果として膨張する材料
が使用され得る。ｐＨ変化は小スケールで行われることができ、血液が流れているエリア
において発生し得るため、その他の容器の付近および周辺エリア内のｐＨは影響を受けな
いであろう。薬物が放出されると、ｐＨは非常に瞬時に正常に戻るであろう。
【０２０３】
　身体移植可能な医療器具の別の実施形態において、カプセル化層を溶解するために、局
所的発熱が使用され得る。例えば、間に細いワイヤがある２本の電極を使用することがで
きる。電極間に十分高い電流が印加されると、ワイヤの周辺に局所的な高温が生成され得
る。この熱は、ポリマーを溶解させるか透過性にして、薬物を放出することができる。温
度上昇の結果としていくつかのポリマーが膨張し、それによってカプセル化層の透過性を
増大して、薬物を通過させることができるであろう。
【０２０４】
　身体移植可能な医療器具の別の実施形態では、カプセル化層の残りの部分とは異なる、
金属またはポリマーの１つ以上の窓を利用する。窓は、機器全体でなく当該窓に局所的に
放射刺激を印加できるように設計され得る。窓は、材料の薄い領域であってもよい。ある
いは窓は、電流、ｐＨ、または温度等の刺激を受けて迅速に薬物を放出するよう特別に設
計された、異なる金属またはポリマー組成物で構成されてもよい。これは、体の他の部分
にはより安定した材料を使用しながら、溶解してなくなることができる材料の小型窓を可
能にする。窓は、開いた際に薬物を瞬時に窓から出すことが依然として可能でありながら
、できる限り小さいものであるべきである。窓を小さくすることにより、当該窓を開ける
ために使用される同じ刺激強度で、より大きい窓の厚さを使用することができる。窓の面
積は、約０．００１ｍｍ２から約１０ｍｍ２、より具体的には約０．０１ｍｍ２から約５
ｍｍ２、最も具体的には約１ｍｍ２であってもよい。窓面積ｍｍ２に対し、窓の厚さは、
約０．０２μｍから約２００μｍ、より具体的には約０．０５μｍから約２０μｍ、最も
具体的には約０．２μｍであってもよい。使用される厚さは、窓面積が小さくなれば大き
く、窓面積が大きくなれば小さくなってもよい。
【０２０５】
　身体移植可能な医療器具の別の実施形態では、当該技術分野において既知である技術を
使用して、薬物の分子を表面に共有結合させることができる。薬物を放出することが望ま
しい場合、共有結合は、酸化または還元によって切断され得る。使用が考えられる１つの
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結合は炭素－ケイ素結合であり、この結合は、当該技術分野において既知の技術を使用し
て切断され得る。身体移植可能な医療器具の別の実施形態では、カプセル化層用に膜を利
用し、薬物を放出することが望ましい場合は、膜を通して薬物を駆動するために、当該膜
全体に電流を印加することができる。例えば、薬物が正に帯電し、膜の内部から外部へ高
く十分な正の電流が印加されると、薬物が押し出され得る。局所的なｐＨまたは温度を変
化させることにより、薬物放出時に膜透過性を増大させることができる。
【０２０６】
　カプセル化層に使用するための考えられるポリマーは、ｐＨの変化を受けて溶解または
膨張するｐＨ感受性ポリマーと、温度変化を受けて溶解または膨張する温度感受性ポリマ
ーと、膜電位が印加された場合のみ薬物を通過させることが可能なイオン交換膜とを含む
。
【０２０７】
　身体移植可能な医療器具のその他の実施形態では、薬物を放出するために、上述した機
構のうち１つを超えるものを組み合わせて利用する。多くの薬物およびカプセル化材料に
とって、機構１つでは薬物を放出するのに十分ではあり得ない。しかしながら、機構を２
つ組み合わせて適用すると、薬物が放出され得る。例えば、チタンは、その上端部に極め
て安定な酸化物層を有するため、極めて良好なインプラント材料である。しかしながら、
電流を印加するだけでその酸化物層を溶解させることは非常に困難である。溶液ｐＨから
約１または２等の低ｐＨへの変化と結合させると、チタン表面の周辺において、酸化物層
およびチタンはより容易に溶解され得る。その他の金属も同様の挙動を示す。これは、薬
物を放出するのに組み合わせて適用される１つを超える機構を要するため、薬物の放出の
ための安全機構を提供するという付加的利益を有する。これは、薬物の望ましくない放出
を防止するであろう。隣接する容器から等、ｐＨを局所的に変化させた場合であっても、
薬物を放出するために、依然としてカプセル化フィルム全体に電流を印加する必要がある
であろう。
【０２０８】
　その他の実施形態において、任意の数の上述した機構の任意の組み合わせを、薬物の放
出を活性化させるために、組み合わせて使用してもよい。
【０２０９】
　本発明の一実施形態は、除細動パルス等のソースから発せられる周囲電気エネルギーを
分路する電気回路を備える。本発明の別の実施形態は、除細動パルス等のソースから周囲
エネルギーを引き込むアンテナを収容する。さらに、本発明の留置中、医師は、除細動コ
イル等のエネルギー源によって弱い電流を送りながらこれらの容器を配向し、除細動パル
スからエネルギーを採取するために最適なアライメントで容器を設置することができる。
身体移植可能な医療器具の一実施形態において、エネルギー採取回路はブリッジ整流器を
含み得る。別の実施形態においては、アクティブ整流器が使用され得る。
【０２１０】
　上述したもの等、その他の動力源にも関心が持たれている。
【０２１１】
　本発明の別の実施形態は、除細動パルスによってエネルギーを与えられるセンサであっ
て、当該センサから収集されたデータに基づいて、特定の用量およびタイミングで薬物を
放出するために、データを分析して信号を容器へ送るペースメーカへデータをブロードキ
ャストする、センサを備える。
【０２１２】
　本発明の一実施形態において、患者は、動脈を通る血流を計測するセンサを心臓内に有
するであろう。除細動パルス中、センサはエネルギーを与えられ、当該センサが置かれて
いる動脈を通る血流を計測する。センサは血流データをペースメーカコンピュータへブロ
ードキャストし、当該ペースメーカコンピュータは最適な治療法を決定するために診断を
行う。次いで、コンピュータは治療法を送達するよう容器へ信号を送る。例えば、コンピ
ュータ診断により動脈が詰まっていると判断された場合、コンピュータは、詰まった動脈
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内の容器に、凝血塊を溶解させるために若干のヘパリンを放出するよう信号で伝えること
ができる。
【０２１３】
　本発明の実施形態は、「Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｔａｂ
ｌｅ　Ｇａｕｇｅ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒｓ」２００６年３月２１に出願された米国特許
第７，０１３，７３４号、「Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｔｒａ
ｎｓｄｕｃｅｒｓ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｅｄ　Ｔｏ　Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｆｏｒ　Ｌｏｗ　Ｄ
ｒｉｆｔ」２００６年３月７日に出願された米国特許第７，００７，５５１号、「Ｉｍｐ
ｌａｎｔａｂｌｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ」２００６年４月１８日に出願さ
れた米国特許第７，０２８，５５０号、「Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　Ｈａｖｉ
ｎｇ　Ｓｐａｃｅｒ　Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒｓ」２００４年１２月２８
日に出願された米国特許出願第１１／０２５７９３号、「Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｂｌｏｏｄ　Ｆｌｏｗ　Ｓｅｎｓｏｒ」２００５年１１月２３日
に出願された米国仮特許出願第６０／７３９１７４号、「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ
　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎ
ｃｅ　ｏｆ　Ｂｌｏｏｄ　Ｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔｙ　ｏｎ　Ｆｌｏｗ」２００５年９月１
日に出願された米国仮特許出願第６０／７１３８８１号、および、「Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕ
ｓ　Ｆｉｅｌｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」２００５年１０月６日に出願されたＰＣＴ出願
ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０３６０３５号に記載されているような、しかしこれらに限定さ
れない、血流、圧力、および温度用のセンサを含むがこれらに限定されないセンサを備え
、これらの出願はすべて参照することによりその全体が本願に組み込まれる。
【０２１４】
　本発明の一実施形態は、体の種々の箇所に置かれたセンサも備える。さらに、本発明の
一実施形態は、除細動パルス等の外部イベントからエネルギーを採取することによってエ
ネルギーを与えられるセンサを備える。
【０２１５】
　本発明の一実施形態において、ペースメーカ等の制御ユニットと、容器およびセンサと
の間の信号送受信は、２００６年４月２８日に出願された係属中のＰＣＴ出願ＰＣＴ／Ｕ
Ｓ２００６／０１６３７０号「Ｐｈａｒｍａ－ｌｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ｓｙｓｔｅｍ」
に記載されている方法によって、上述したようにして生じる。
【０２１６】
　身体移植可能な医療器具の一実施形態において、通信システムを使用して、特定の薬物
を送達するために制御ユニットから身体移植可能な医療器具へ符号信号を送ることができ
る。通信システムを使用して、体全体の異なる位置に位置付けられた複数の身体移植可能
な医療器具を同時に管理することができる。
【０２１７】
　本発明の一実施形態は、緊急事態において除細動パルスと併せて薬物療法で投与される
ことが多い剤を備える。そのような薬物療法は一般に、１ｍｇのエピネフリン、１ｍｇの
アトロピン、４０ｍｇのバソプレシン、１５０ｍｇのアミオダロン、７０～１００ｍｇの
リドカイン、および６～１２ｍｇのアデノシンを含むがこれらに限定されない。身体移植
可能な医療器具によって投与されるこれらの薬物の量は、身体移植可能な医療器具の位置
の心臓に対する接近等の要因により、緊急事態において一般に投与される量とは異なる場
合がある。
【０２１８】
　標的臓器が心臓である本発明の一実施形態において、送達用の例示的な薬物は、増殖因
子、血管形成剤、カルシウムチャネル遮断薬、血圧降下薬、強心薬、抗アテローム硬化作
用薬、抗凝血剤、β遮断薬、抗不整脈剤、強心配糖体、抗炎症薬、抗生物質、抗ウイルス
薬、抗真菌薬、原虫感染症を阻害する剤、および抗癌薬を含むが、必ずしもこれらに限定
されない。
【０２１９】
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　本発明の一実施形態は、抗凝血因子を含む。
【０２２０】
　抗凝血剤は、ヘパリン、ワルファリン、ヒルジン、マダニ抗凝血性ペプチド、エノキサ
パリン、ダルテパリン、およびアルデパリン等の低分子量ヘパリン、チクロピジン、ダナ
パロイド、アルガトロバン、アブシキシマブ、ならびにチロフィバンを含むがこれらに限
定されない。
【０２２１】
　本発明の一実施形態は、うっ血性心不全を治療するための剤を含む。うっ血性心不全を
治療するための剤は、強心配糖体、強心薬、ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬、カリ
ウムイオン保持性利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害剤、アンジオテンシン受容体拮
抗薬、ニトロ系血管拡張薬、ホスホジエステラーゼ阻害剤、直接血管拡張薬、アルファサ
ブ１アドレナリン受容体遮断薬、カルシウムチャネル遮断薬、および交感神経様作用薬を
含むがこれらに限定されない。
【０２２２】
　本発明の一実施形態は、心筋症を治療するのに適した剤を含む。心筋症を治療するのに
適した剤は、ドーパミン、エピネフリン、ノルエピネフリン、およびフェニレフリンを含
むがこれらに限定されない。
【０２２３】
　本発明の一実施形態は、再狭窄の発症を防止または削減する剤を含む。再狭窄の発症を
防止または削減する剤は、タキソール（パクリタキセル）および関連化合物、ならびに抗
分裂剤を含むがこれらに限定されない。
【０２２４】
　本発明の一実施形態は、抗炎症薬を含む。抗炎症薬は、任意の既知の非ステロイド系抗
炎症薬、および任意の既知のステロイド系抗炎症薬を含むがこれらに限定されない。抗炎
症薬は、サリチル酸誘導体（アスピリン）、パラアミノフェノール誘導体（アセトアミノ
フェン）、インドールおよびインデン酢酸（インドメタシン）、ヘテロアリール酢酸（ケ
トロラック）、アリールプロピオン酸（イブプロフェン）、アントラニル酸（メフェナム
酸）、エノール酸（オキシカム）、およびアルカノン（ナブメトン）等、任意の既知の非
ステロイド系抗炎症薬、ならびに、コルチコステロイド、および、それらの関連する糖質
コルチコイド（代謝）および鉱質コルチコイド（電解調整）作用に対する生理活性のある
合成類似体を含む任意の既知のステロイド系抗炎症薬を含むがこれらに限定されない。ま
た、炎症の治療に使用されるその他の薬物または抗炎症薬は、すべてのヒスタミンおよび
ブラジキニン受容体拮抗薬、ロイコトリエンおよびプロスタグランジン受容体拮抗薬、な
らびに血小板活性化因子受容体拮抗薬等のオータコイド拮抗薬を含むがこれらに限定され
ない。
【０２２５】
　本発明の一実施形態は、抗菌剤を含む。抗菌剤は、抗生物質（例えば、抗菌性のもの）
、抗ウイルス薬、抗真菌薬、および抗原虫剤を含む。抗菌剤の限定的でない例は、スルホ
ンアミド、トリメトプリム－スルファメトキサゾール配合剤、キノロン、ペニシリン、お
よびセファロスポリンである。
【０２２６】
　本発明の一実施形態は、抗炎症薬を含む。
【０２２７】
　抗癌薬は、癌化学療法剤を含む、臓器上または臓器内に存在し得る腫瘍（例えば、粘液
腫、脂肪腫、乳頭状弾性線維腫、横紋筋腫、線維腫、血管腫、奇形腫、房室結節の中皮腫
、肉腫、リンパ腫、および標的臓器に転移する腫瘍）を治療するのに適したものを含み、
その多くは当該技術分野において既知であるが、これらに限定されない。
【０２２８】
　本発明の一実施形態は、血管新生因子（例えば、臓器修復を推進するため、または、血
栓症を回避する生体バイパスの開発のため）を含む。血管新生因子は、塩基性線維芽細胞
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増殖因子、酸性線維芽細胞増殖因子、血管内皮細胞増殖因子、アンギオジェニン、形質転
換増殖因子αおよびβ、腫瘍壊死因子、アンジオポイエチン、血小板由来増殖因子、胎盤
増殖因子、肝細胞増殖因子、ならびにプロリフェリンを含むがこれらに限定されない。
【０２２９】
　本発明の一実施形態は、血栓溶解剤を含む。
血栓溶解剤は、ウロキナーゼ・プラスミノーゲン活性化因子、ウロキナーゼ、ストレプト
キナーゼ、α２－プラスミン阻害剤の阻害剤およびプラスミノーゲン活性化因子阻害剤－
１の阻害剤、アンジオテンシン変換酵素（Ａｎｇｉｏｔｅｎｓｉｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎ
ｇ　Ｅｎｚｙｍｅ；ＡＣＥ）阻害剤、スピロノラクトン、組織プラスミノーゲン活性化因
子（ｔｉｓｓｕｅ　Ｐｌａｓｍｉｎｏｇｅｎ　Ａｃｔｉｖａｔｏｒ；ｔＰＡ）、インター
ロイキン１β変換酵素の阻害剤、ならびにアンチトロンビンＩＩＩを含むがこれらに限定
されない。
【０２３０】
　本発明の一実施形態は、カルシウムチャネル遮断薬を含む。
【０２３１】
　カルシウムチャネル遮断薬は、ニフェジピン、ニカルジピン、ニモジピン等のジヒドロ
ピリジン系、ジルチアゼム等のベンゾジアゼピン系、ベラパミル等のフェニルアルキルア
ミン系、ベプリジル等のジアリールアミノプロピルアミンエーテル系、およびミベフラジ
ル等のベンズイミドール置換テトラリン系を含むがこれらに限定されない。
【０２３２】
　本発明の一実施形態は、降圧因子を含む。
【０２３３】
　降圧剤は、ヒドロクロロサイアザイド、フロセミド、スピロノラクトン、トリアムテレ
ン、およびアミロリド等のサイアザイド系を含む利尿薬；クロニジン、グアナベンズ、グ
アンファシン、メチルドパ、トリメタファン、レセルピン、グアネチジン、グアナドレル
、フェントラミン、フェノキシベンザミン、プラゾシン、テラゾシン、ドキサゾシン、プ
ロパノロール、メトプロロール、ナドロール、アテノロール、チモロール、ベタキソロー
ル、カルテオロール、ピンドロール、アセブトロール、ラベタロールを含む抗アドレナリ
ン作動薬；ヒドララジン、ミノキシジル、ジアゾキシド、ニトロプルシドを含む血管拡張
薬；および、カプトプリル、ベナゼプリル、エナラプリル、エナラプリラート、フォシノ
プリル、リシノプリル、キナプリル、ラミプリルを含むアンジオテンシン変換酵素阻害剤
；ロサルタン等のアンジオテンシン受容体拮抗薬；ならびに、ニフェジピン、アムロジピ
ン、フェロジピンＸＬ、イスラジピン、ニカルジピン、ベンゾジアゼピン系（例えば、ジ
ルチアゼム）、およびフェニルアルキルアミン系（例えば、ベラパミル）を含むカルシウ
ムチャネル拮抗薬を含むがこれらに限定されない。
【０２３４】
　本発明の一実施形態は、抗不整脈薬を含む。
【０２３５】
　抗不整脈薬は、ナトリウムチャネル阻害薬（例えば、リドカイン、プロカインアミド、
エンカイニド、フレカイニド等）、ベータアドレナリン遮断薬（例えば、プロプラノロー
ル）、活動電位持続の延長薬（例えば、アミオダロン）、およびカルシウムチャネル遮断
薬（例えば、ベラパミル、ジルチアゼム、塩化ニッケル等）を含むがこれらに限定されな
い。心抑制薬（例えば、リドカイン）、心臓刺激剤（例えば、イソプロテレノール、ドー
パミン、ノルエピネフリン等）および複数の心臓剤の組み合わせ（例えば、心房細動を治
療するためのジゴキシン／キニジン）の送達。
【０２３６】
　Ｄ．スマート非経口送達システム
　いくつかの実施形態において、本発明の通信システムは、例えば、２００６年７月７日
に出願され、「Ｓｍａｒｔ　Ｐａｒｅｎｔｅｒａｌ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍ」
と題された、係属中の米国仮出願番号第６０／８１９，７５０号に記載されているような
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スマート非経口送達システムにおいて用いられ、その開示は参照することにより本願に組
み込まれる。これらの実施形態における本発明のスマート非経口送達システムは、非経口
の有益な剤、またはその他の方法によって、例えば注射器、吸入器、もしくは医薬を投与
するその他の機器の使用によって体内に服用される有益な剤の、特異的な識別および検出
を提供する。スマート非経口送達システムは、チップを有する有益な剤を含み得る。チッ
プは、患者に投与される有益な剤の種類に関する情報を含有することができる。保持容器
、例えばバイアルから有益な剤を抽出すると、当該バイアルから注射器内のチップへ信号
が送られ得る。ブロードキャスト信号は、バイアルから抽出された有益な剤の種類を示す
ことができる。患者への注射時、情報は注射器から、患者の体内、体表面上、またはその
付近に位置付けられた情報管理データベースへ送られることができる。
【０２３７】
　ＶＩ．さらなるシステム考察
　特定の実施形態に関して本発明を説明したが、当業者であれば、多数の修正形態および
その他の実施形態が可能であることを認識するであろう。ほぼすべての病状を検出または
治療するために、準静電領域において無線で通信している、センサ、データコレクタ、お
よびエフェクタを任意の組み合わせで含む、数限りないネットワークが作成および調整さ
れ得る。例は上述のとおりである。より一般的には、動力源（または動力受信器）、セン
サ、エフェクタ、および／または送信器を含む小型自律チップを体内の事実上どこにでも
設置できることが十分に理解されるであろう。チップはデータ収集または制御システムに
ワイヤで接続される必要がないため、全く新しい診断および治療モデルを開発することが
できる。種々のパラメータを計測するために、体全体にセンサを配置することができ、デ
ータは体を通って無線で中央コレクタへ送信される。収集されたデータを使用して、治療
活動（例えば、薬物の放出、電気的または機械的刺激等）を自動的に開始または一時停止
することができ、また当該データを、後で臨床医に報告するために格納してもよいし、患
者が兆候を経験する前であっても、病気が発現しつつある患者に勧告するリアルタイムの
警報を生成するために使用してもよい。
【０２３８】
　以下は、本発明の実施形態によって実装可能な診断および治療技術の範囲のさらなる例
示として提供するものである。
【０２３９】
　いくつかの実施形態において、１つ以上の遠隔機器を患者の心臓および／もしくは隣接
する血管の中ならびに／またはその周囲に移植し、一回拍出量（心周期あたり血管を通っ
て移動する血液の量）、血流速度、ヘマトクリット値、大動脈内の血液の酸素含有量等を
含むがこれらに限定されない心臓機能に関連する種々のパラメータを、継続的に監視する
ために使用することができる。これらのパラメータのいずれかにおける変化は、介入を正
当化する、悪化しつつある心臓の状態を信号で伝えることができる。
【０２４０】
　しかしながら、従来これらのパラメータは、心臓内科医が連続的に利用可能なものでは
なく、一般に研究所内において実行される必要がある侵襲処置中にのみ計測され得るもの
である。ここでプラットフォームおいて実装された心臓監視システムは、心臓内科医が患
者の状態を継続的に監視することを可能にする。さらに、データは患者が通常の日常活動
に取り掛かっている間に収集され得るため、心臓内科医は、患者の心臓が実際はどのよう
に動作しているかに関するより正確な情報を毎日取得することができる。
【０２４１】
　さらに、警報を生成することができるデータコレクタがシステム内に含まれる実施形態
において、患者は応急手当を必要とするイベント（例えば、虚血）が生じると直ちに警告
され得る。また他の実施形態において、そのようなイベントが生じた際、患者に警告する
ことに加えて、またはその代わりに、エフェクタを自動的に動作させることができる。
【０２４２】
　関心が持たれている１つの心臓パラメータは、種々の手法で計測され得る一回拍出量で
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ある。例えば、上述したような血流センサは、既知の断面の領域にある大動脈または大静
脈に移植されてよく、流速を心周期全体にわたって統合し、次いで断面積を乗じると、通
過する血液の容積を決定することができる。圧力センサ、電気的断層撮影、またはひずみ
ゲージを用いることもできる。
【０２４３】
　心周期全体にわたる流量変動は、上述した血流センサを使用して有効に計測され得る、
心臓の健康のもう１つのインジケータである。例えば、ｖｍａｘが心周期中の最大流速で
あり、ｖｍｉｎが最小流速である場合、流量比ηは、
【０２４４】
【数７】

として定義され得る。
【０２４５】
　ηは、健康な心臓であれば大きく、弱い、または罹患した心臓であれば小さいと予測さ
れるであろう。そのようなメトリクスの利点は、抵抗率ベースの血流センサ（例えば、上
述したようなもの）において、流速およびヘマトクリット値の影響から解放することが困
難となり得ることであり、方程式（６）においては、あらゆるヘマトクリット値依存性が
相殺されるであろう。その他同様のメトリクスを構成し、臨床的観察を通して検証するこ
ともできる。
【０２４６】
　血管閉塞は、流速、血液粘度、血圧温度、酸素含有量、および、種々の細胞廃棄物、凝
固因子等の有無等、種々のパラメータにおける変化を使用して検出されることができ、そ
れらのいずれかまたはすべては、閉塞の可能性が懸念される血管内またはその周囲に移植
された遠隔機器を使用して検出されることができる。いくつかの実施形態において、急性
閉塞の検出を使用して、抗凝血剤を放出するエフェクタを作動させることもできるし、当
該検出によって、患者に医学的な注意を求めるように警告することもできる。介入が正当
化されるか否か、またはどの種類の介入が正当化されるかを判断するために、慢性閉塞を
経時的に監視することができる。
【０２４７】
　別の応用エリアは、創傷管理および負傷検出におけるものである。例えば、本発明によ
るセンサは、創傷における感染および／または治癒についての初期徴候を提供し得る計測
データを提供することができる。例えば、凝固剤、抗体等を検出するために、創傷部位に
化学センサが移植される場合があり、変動は感染またはその他の問題を示す場合がある。
創傷部位に温度センサを移植してもよく、感染の初期徴候を提供している部位において温
度は上昇する。さらに、血流センサは、内出血の潜在的リスクがある部位に設置され、エ
リア内の出血がいつ停止したかを検出するために使用され得る。また、負傷または感染の
徴候を検出するために装備されたセンサは、神経の障害を持つ患者に移植されてよく、デ
ータ収集機器は、負傷または感染といったイベント時に患者に警告し、感染に気付かない
ことによる手指、足指、または手足の喪失を潜在的に回避するであろう。
【０２４８】
　同様に、癌マーカーを検出するように構成されたセンサが、癌の発現または再発のリス
クがある患者の血流中または他の部分に移植される場合がある。癌マーカーの存在または
レベルは臨床医によって経時的に研究されることができ、マーカーのレベルが上がること
は、患者に医学的な注意を求めるように信号で伝えるために使用される場合がある。腫瘍
が存在する場合、当該腫瘍の増殖または縮小を監視するために、例えば、血流、腫瘍によ
って周囲組織にかけられる圧力等の変化に基づいて、センサを移植することができる。
【０２４９】
　本発明の実施形態を使用して、放射線治療等の癌治療を管理することもできる。例えば
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、放射線センサは腫瘍内または周囲の健康な組織内に設置されることができ、異なるセン
サによって検出された放射線のレベルを使用して、放射線ビームの目的または焦点を、よ
り選択的に腫瘍細胞を標的とするように調節し、健康な組織を保護することができる。
【０２５０】
　また他の実施形態において、システム、臓器、および組織の生理作用レベルは、適切に
構成および設置された、送信器機能を持つセンサを使用して、継続的に監視され得る。例
えば、温度上昇は一般に臓器における作用の増大に伴って起こり、代替として、またはそ
れに加えて、組織がより活動的になった際に増大した血流を登録するために血流センサを
使用してもよく、そのようなセンサは、例えば脳活動を監視するために使用され得る。胃
および／または腸収縮、子宮収縮、筋肉のけいれん（例えば、背中におけるもの）等を含
む、望ましいまたは望ましくない筋収縮を検出するために、圧力センサ、ひずみセンサ等
を用いてもよい。下痢または背痛等、病気の後遺症が患者によって確認されるよりもかな
り以前に、いくつかの状態、例えば過敏性腸症候群、筋肉のけいれん等を検出することも
可能である。いくつかの場合において、望ましくない作用の増大の検出により、患者が兆
候を自覚する前であっても、中和剤（例えば、筋肉弛緩剤）の自動放出をトリガし得る。
【０２５１】
　本願に記載したプラットフォームは、医学研究に対する適用性も有する。例えば、上述
した丸薬摂取システムからのデータを、その他のセンサからのデータと相関させ、新しい
医薬的因子またはその他の治療法の有効性を評価するために使用することができる。また
、健康な患者からのデータを回収し、罹患した患者からのデータと比較して、どのパラメ
ータが最も信頼できる疾病のインジケータであるかについてより良い理解を提供すること
も可能である。
【０２５２】
　本発明の実施形態は、システムの異種コンポーネントが、互いにおよび／または中央機
器と無線で通信している移植可能な診断および／または治療プラットフォームをさらに含
み、当該中央機器（ハブ）は、１つ以上の移植可能な遠隔機器から提供された情報に基づ
いてアクションを引き起こすプロセッサを含む。例えば、複数の異種遠隔センサ機器を患
者の体全体に移植し、生理的データを、例えば「缶」またはその他何らかの内部処理機器
内に存在する中央演算処理装置に通信することができる。次いでプロセッサは、通信され
た情報に基づいて、例えば、多量の薬物を投与する、電気刺激を印加する等、何らかの治
療行為を実行するよう、１つ以上のエフェクタ遠隔機器に活性化信号を送出することがで
きる。このようにして、患者の個々の生理的パラメータに一意的に基づき治療が最も必要
であるときにリアルタイムで治療上の処置を患者に提供する、高度に制御された診断およ
び／または治療システムを患者に提供することができる。また、検出されたパラメータに
基づいて治療を調節または滴定することができ、例えば、検出された生理的パラメータに
基づいて、より多い、または少ない剤を投与することができる。例えば、心臓システムは
、例えば上述したように心臓の周囲に置かれた、センサおよびエフェクタ機器の両方を含
む複数の遠隔機器とともに展開され得る。センサ機器は、例えば流量データ、圧力データ
等の生理的データを、缶内に存在する中央プロセッサに無線でリレーすることができる。
受信されたデータに基づいて、缶は、例えば、心臓病の薬をどの程度の量エフェクタから
投与するか、どの種類の電気刺激をどこに与えるか、といった治療的処置の決定を行い、
続いて、望ましい治療上の処置を達成するために、適切なエフェクタへ信号を通信するこ
とができる。
【０２５３】
　ＶＩＩ．システム
　本発明の態様は、例えば、それぞれ準静電プロトコルを（上述のように）使用して無線
で通信する遠隔機器（流量センサ、例えば抵抗流量センサ、電磁式流量センサ）等、本発
明の機器を含む移植可能な医療機器およびシステムを含む、システムを含む。当該システ
ムは、診断的応用、治療的応用等を含むがこれらに限定されない、多数の異なる機能を実
行することができる。
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【０２５４】
　システムは、多数の異なるコンポーネントまたは要素を有することができ、そのような
要素は、センサ、エフェクタ、処理要素、例えば１つ以上のセンサからの信号を受けて、
例えば心刺激のタイミングを制御するためのもの、遠隔計測用送信器、例えば、移植可能
な医療機器と体外の位置との間で情報を遠隔で交換するためのもの、薬物送達要素等を含
み得るがこれらに限定されない。
【０２５５】
　いくつかの実施形態において、移植可能な医療システムは、例えば、ペーシング応用、
心臓再同期療法応用等、心臓血管への応用のために用いられる。
【０２５６】
　当該システムの使用法は、機器によって取得されたデータの視覚化を含み得る。本発明
者らの幾人かは、本発明のシステムを使用することによって集められるであろうセンサ情
報の複数のソースを協調させるために、種々のディスプレイおよびソフトウェアツールを
開発した。これらの例は、国際ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１２２４６号に
おいて見られ、当該出願の開示は、その優先権出願とともに、参照することによりその全
体が本願に組み込まれる。
【０２５７】
　本発明による移植可能な実施形態を使用して取得されたデータを、必要に応じ、移植可
能なコンピュータによって報告することができる。そのようなデータは、自動または手動
分析のために、コンピュータシステムおよびインターネットを含むコンピュータネットワ
ークへ定期的にアップロードされ得る。
【０２５８】
　所与の移植可能なシステムにおいて、遠隔に位置付けられた外部医療機器、または患者
の対表面にあるより基部に近い医療機器、または患者の体内にある別のマルチチャンバ監
視／治療送達システムとの通信を可能にするために、アップリンクおよびダウンリンクの
遠隔計測機能が提供され得る。上述した種類の格納された生理的データは、ダウンリンク
遠隔計測で送信された問い合わせ命令を受けて、アップリンクＲＦ遠隔計測により、リア
ルタイムに生成された生理的データおよび非生理的データとともにシステムから外部プロ
グラマまたはその他の遠隔医療機器へ送信され得る。リアルタイム生理的データは一般に
、リアルタイムサンプリングされた信号レベル、例えば心臓内の心電図振幅値、および、
本発明により開発された寸法信号を含むセンサ出力信号を含む。非生理的な患者データは
、現在プログラムされている機器動作モードおよびパラメータ値、電池状態、機器ＩＤ、
患者ＩＤ、移植日、機器プログラミング履歴、リアルタイムイベントマーカー等を含む。
移植可能なペースメーカおよびＩＣＤという状況で、そのような患者データは、プログラ
ムされた検知増幅器感度、ペーシングまたは電気的除細動パルス振幅、エネルギー、およ
びパルス幅、ペーシングまたは電気的除細動リードインピーダンス、ならびに、機器性能
に関連する蓄積された統計、例えば、検出された不整脈症状の発現および適用された治療
法に関するデータを含む。マルチチャンバ監視／治療送達システムは、そのようにして、
種々のリアルタイムのまたは格納された、そのような生理的または非生理的データを開発
し、そのような開発されたデータを、本願では集合的に「患者データ」と称する。
【０２５９】
　ＶＩＩＩ．キット
　例えば上述したようなシステムの１つ以上のコンポーネントを含むキットも提供される
。例えば、キットは、（ｉ）患者の体との準静電結合を介して信号を送信すること、およ
び（ｉｉ）患者の体との準静電結合を介して、送信された信号を受信すること、のうち少
なくとも１つを行うように構成される、例えば移植可能なまたは摂取可能な機器を含み得
る。いくつかの実施形態において、キットは、そのような機器を２つ以上含み得る。いく
つかの実施形態において、キットは、例えばリード上にまたは遠隔移植可能な機器として
存在する、上述したような流量センサを含み得る。
【０２６０】
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　いくつかの実施形態において、キットは、例えばＩＣＤまたはペースメーカ缶の形で、
少なくとも制御ユニットをさらに含み得る。これらの実施形態のうちいくつかにおいて、
構造体および制御ユニットは、細長い導電部材によって電気的に結合され得る。対象キッ
トのいくつかの実施形態において、当該キットは、対象機器を使用するための説明または
それを取得するための要素（例えば、説明を提供するウェブページへユーザを案内するウ
ェブサイトＵＲＬ）をさらに含むこととなり、これらの説明は一般に基板に印刷され、当
該基板は、添付文書、包装、試薬容器等のうち１つ以上であってもよい。対象キットにお
いて、便利または望ましいように、同じまたは異なる容器内に１つ以上のコンポーネント
が存在する。
【０２６１】
　以下の実施例は、限定としてではなく例示として提示するものである。
【実施例】
【０２６２】
　実験
　実施例：大静脈内の血流
　本願で説明した種類の血流センサを使用して実験を実行した。実験の設定および結果は
本発明の一実施形態の効能を説明する目的で提示するものであり、この説明は請求項の範
囲を限定することを意図するものではない。
【０２６３】
　上述したような抵抗血流センサを用いた。被験体としてブタを使用し、一方のセンサ（
一対の電極を持つ）を上大静脈（Ｓｕｐｅｒｉｏｒ　Ｖｅｎａ　Ｃａｖａ；ＳＶＣ）内に
、他方を下大静脈（Ｉｎｆｅｒｉｏｒ　Ｖｅｎａ　Ｃａｖａ；ＩＶＣ）内に設置して、二
点計測を実行した。各電極対間に定電圧を印加し、直列の１０オーム抵抗器全体にわたる
電圧を計測した。計測された電圧は電流に比例し、したがって対になった２つの電極間の
インピーダンスに反比例する。
【０２６４】
　図１４Ａおよび１４Ｂは、麻酔ブタにおける実験から得られた結果である。最上部のパ
ネル（Ｓ１）はＳＶＣに対応し、第二のパネル（Ｓ２）はＩＶＣに対応する。底部のパネ
ル（ＥＣＧ）は、データと同時に取られた心電図に対応する。左欄のパネルは約１２秒の
タイムトレースを示し、右欄はオーバーレイされた（ＥＣＧ読み出しから測定されたよう
な）数心周期を表すデータを示す。この設定では、増大した血流速度はより多くの正の読
み出しに対応するはずであると予測され、実際に、血流速度は心周期全体にわたって体系
的に変動することが分かる。
【０２６５】
　図１４Ｃは、バルーンを膨らませてＩＶＣを閉鎖し、血流を遮断した実験からの結果を
示す。実験は、しぼんだバルーンから開始し、約２秒後に２～３秒間バルーンを膨らませ
、充満した状態で２秒間保持し、その後、２～３秒間しぼませた。ＳＶＣパネル（Ｓ１）
は、ＩＣＶが遮断されている際にＳＶＣ内の流速は概して増大したことを示しており、こ
れは、ＩＣＶが遮断されているとＳＶＣは心臓に充填するためにより多くの血液を提供し
なくてはならないからである。ＩＶＣの遮断を解除し、流れを回復させると、ＳＶＣ内の
流速は減少した。４秒前後での落下は全身的効果によるものと考えられており、増大した
流れは、血行動態システムによって補填されるまで「ＳＶＣを吸い尽くした」。
【０２６６】
　ＩＶＣパネル（Ｓ２）は、膨らませたバルーンによって血管を圧迫した際にＩＶＣ内の
流速が急上昇し、血管壁とバルーンとの間の狭い隙間を血液が勢いよく流れたことを示す
。予測されたほど劇的な効果ではなかったが、血管を完全に遮断すると、血流は概して基
線より下まで減少した（図１４Ａおよび１４Ｂ参照）。結果は、血管が閉鎖されると心周
期中の流速の変動が減少することも示している。
【０２６７】
　このように、本願に記載したように電気抵抗（または伝導率）を計測することは、血管



(47) JP 5714210 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

閉塞の発現を含む患者の循環系を監視するための、実行可能なツールである。
【０２６８】
　本発明は、上述した特定の実施形態に限定されるものではなく、変動し得るものである
ことを理解されたい。本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限定されるもの
であるので、本願において使用されている術語は、特定の実施形態を説明する目的のため
だけのものであり、限定を意図したものではないことも理解されたい。
【０２６９】
　値の範囲が提供される場合、文脈により明らかに指図しているのでない限り、下限の単
位の１０分の１、当該範囲の上限と下限の間、および、既述の範囲内のその他任意の既述
の値または媒介値といった、各媒介値が本発明内に包含されることが理解される。これら
の小さいほうの範囲の上限および下限は、より小さい範囲に独立して含まれてよく、既述
の範囲内の具体的に除外される任意の制限に従属して、本発明内にも包含される。既述の
範囲が当該制限の一方または両方を含む場合、それらの含まれる制限のいずれかまたは両
方を排除する範囲も本発明に含まれる。
【０２７０】
　別途定義しない限り、本願で使用している全ての技術的用語および科学的用語は、本発
明が属する業界の当業者に一般的に理解されている意味と同じ意味を有する。本願におい
て記載したそれらと同様のまたは均等のあらゆる方法および材料を、本発明の実践または
試験において使用することもできるが、本願においては、代表的な例示的方法および材料
について記載する。
【０２７１】
　本明細書において引用したすべての出版物および特許は、それぞれ個々の出版物または
特許が具体的且つ個別に参照することにより組み込まれるよう指示されているかのように
、参照することにより本願に組み込まれ、関連して出版物が引用される方法および／また
は材料を開示および説明するために、参照することにより組み込まれる。いかなる出版物
の引用文も、出願日よりも前のその開示のためであり、先願発明の長所によるそのような
出版物に先行する資格が本発明にないことの承認として解釈されるべきではない。さらに
、示されている公開日は、独立して確認するために必要となり得る実際の公開日と異なる
ものである。
【０２７２】
　文脈で別段の指図がない限り、本願または添付の特許明細の範囲において使用する場合
、単数形は、複数の指示対象を含むことに留意すべきである。さらに、特許請求の範囲は
いかなる任意の要素を排除するようにも草稿され得ることに留意すべきである。したがっ
て、本明細書は、請求要素の引用文に関連する「唯一の」「のみ」等の排他的な術語の使
用、または、「消極的な」限定の使用の根拠としての役割を果たすことを意図されている
。
【０２７３】
　本開示を読んで当業者には明らかとなるように、本願に記載し説明した各実施形態のそ
れぞれは、本発明の範囲および精神から逸脱することなく、その他いくつかの実施形態の
特徴から容易に隔てられることもそれらと組み合わせることもできる、離散的なコンポー
ネントおよび特徴を有する。引用した方法のいずれも、引用した事象の順序で、または、
論理的に可能なその他任意の順序で、実行することができる。
【０２７４】
　前述の発明について、理解を明瞭にする目的で、図示および実施例を用いてある程度詳
細に説明したが、当業者には、本発明の教示に照らして、添付の特許請求の範囲の精神ま
たは範囲を逸脱することなく、いくつかの変更および修正が為され得ることが容易に明ら
かになる。
【０２７５】
　したがって、前述のものは、本発明の原理を説明するものに過ぎない。当業者であれば
、本願において明確に記載または図示されていなくても、本発明の原理を具現化し、その
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精神と範囲に含まれる種々の配置を考案できることが十分理解されるであろう。さらに、
本願で引用したすべての例および従来の言葉は、基本的に、本発明の原理および当該技術
分野の促進のために本発明者らによって導き出された概念を理解する上で読者を補助する
ことを意図しており、そのような具体的に引用した例および状態に限定しないものとして
解釈されるべきである。また、本発明の原理、態様、および実施形態を引用した本願のす
べての記述は、その具体的な例と共に、その構造的および機能的均等物の両方を包含する
ことを意図している。さらに、そのような均等物は、現在既知の均等物および将来開発さ
れる均等物の両方、すなわち、構造にかかわらず同じ機能を実行するように開発された任
意の要素を含むことが意図されている。したがって、本発明の範囲は、本願に図示および
記載した典型的な実施形態に限定されることを意図されるものではない。むしろ、本発明
の範囲および精神は、添付の特許請求の範囲によって具現化される。
【図面の簡単な説明】
【０２７６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による、医療診断および／または治療プラットフォ
ームのブロック図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態による、体内の種々の位置に複数の遠隔機器が移植
された患者を示す。
【図３】図３は、本発明の一実施形態による、患者の組織に電気刺激を送るように構成さ
れたエフェクタユニットを含む遠隔機器を示す。
【図４】図４は、本発明の一実施形態による、無線動力供給に適合された動力源を示す。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による、遠隔機器用の送信器ユニットのブロック図
である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態による、送信器において使用するために従来のＣＭ
ＯＳドライバ回路を使用して実装される、双極子電極ドライバの詳細を示す回路図である
。
【図７】図７は、本発明の一実施形態による、送信器において使用するために従来のＣＭ
ＯＳ集積回路において実装され得る単極子アンテナのドライバ回路を図示する。
【図８】図８は、本発明の一実施形態による、体を介して動力を無線でブロードキャスト
することに関する原理をテストするための実験装置である。
【図９】図９は、本発明の一実施形態による、図８のものと同様の装置の臨床使用を図示
する。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態による、逆電気分解によって動力供給される遠
隔機器を図示する。
【図１１】図１１は、本発明の一実施形態による、丸薬内に配置された遠隔装置を図示す
る。
【図１２】図１２は、本発明の一実施形態による、図１１の遠隔機器に含まれ得る電子回
路のブロック図である。
【図１３】図１３は、本発明の一実施形態による、血流センサのブロック図である。
【図１４】図１４Ａ～１４Ｃは、以下の実験の節に記述するような抵抗血流センサを使用
した実験から得られた結果である。
【図１５】図１５Ａ～１５Ｅは、血流中における流体および粒子へのホール原理効果の図
を提供する。
【図１６】図１６Ａおよび１６Ｂは、本発明の実施形態にしたがって、体内電磁式血流セ
ンサの平面実装の図を提供する。
【図１７】図１７は、本発明の一実施形態にしたがって、外部コイルを使用して磁場が発
生する、体内電磁式血流センサの用途の図を提供する。
【図１８】図１８は、本発明の一実施形態にしたがって、多電極リード内の体内電磁式血
流センサの図を提供する。
【図１９】図１９は、本発明の一実施形態にしたがって、ステント型血流センサの図を提
供する。
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【図２０】図２０は、患者の大動脈内に設置された図１９のステント型血流センサを示す
。
【図２１】図２１は、本発明の一実施形態にしたがって、センサに有利な場所を提供する
固定の方法を提供する。
【図２２】図２２は、本発明の一実施形態による、患者の心臓弁のいずれかの側面へのセ
ンサの設置手法を示す。
【図２３】図２３は、本発明の一実施形態による、抵抗血流センサの一実施形態を示す。
【図２４】図２４Ａ～２４Ｃは、図２３に示すようなセンサによって取得され得るデータ
の種類の描写を提供する。

【図１】
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【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】
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【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２２】 【図２３】
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