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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療処置時に対象組織をアブレーションするためのアブレーションシステムであって、
前記アブレーションシステムは、
　医療処置時に患者に導入されるように構成され、且つカテーテル先端部を有する伸長軟
性のカテーテルと；
　医療処置時に前記対象組織に接触するように構成され、且つ前記カテーテル先端部に配
置されたアブレーションヘッドと；
　前記アブレーションヘッドにかかる接触力を測定するために、前記アブレーションヘッ
ドに作用可能に結合された力センサであって、前記力センサは前記接触力に応じて力信号
を出力するように構成されることと；
　前記アブレーションヘッドを通電するために、前記アブレーションヘッドに作用可能に
結合された電力源と；
　前記力信号を受信するように構成された制御装置であって、前記制御装置は、力の時間
積分を前記制御装置によって算出するために、前記力信号に基づき前記アブレーションヘ
ッドの通電の時間周期に亘って取得した前記接触力の値のシーケンスを生成することと
を含み、
　前記制御装置は、前記対象組織のアブレーションを制御するために、前記アブレーショ
ンヘッドにかかる前記接触力と、前記アブレーションヘッドへのエネルギ送達とのうちの
一つを制御するためのフィードバック要素として、前記力の時間積分を使用する、
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　アブレーションシステム。
【請求項２】
　前記力の時間積分は、力を時間で積分することと；通電による力を時間で積分すること
と；力と時間の積とのうちの１つである、
　請求項１記載のアブレーションシステム。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記アブレーションヘッドに伝達される電力と電流のうちの１つであ
る通電パラメータの大きさを決定するように構成され、
　前記制御装置は更に、前記力の時間積分と、前記通電パラメータの大きさとに基づき、
前記対象組織において前記通電パラメータによって作成される病変部のサイズパラメータ
を予測するように構成される、
　請求項１記載のアブレーションシステム。
【請求項４】
　前記サイズパラメータは、前記病変部の体積と深度のうちの１つである、
　請求項３記載のアブレーションシステム。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記アブレーションヘッドの通電の時間周期を制御するように構成さ
れる、
　請求項１記載のアブレーションシステム。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記電力源によって前記アブレーションヘッドに伝達される通電パラ
メータの大きさを制御するように構成される、
　請求項１記載のアブレーションシステム。
【請求項７】
　前記制御装置は、前記電力源によって前記アブレーションヘッドに伝達される通電パラ
メータの大きさを制御するように構成され、
　前記通電パラメータの大きさは、前記接触力の大きさに基づく、
　請求項１記載のアブレーションシステム。
【請求項８】
　前記アブレーションシステムは更に、前記カテーテル先端部を移動させるためのロボッ
トマニピュレータを含む、
　請求項１記載のアブレーションシステム。
【請求項９】
　前記ロボットマニピュレータは、前記制御装置によって制御される、
　請求項８記載のアブレーションシステム。
【請求項１０】
　前記力の時間積分は、リアルタイムで算出される、
　請求項１記載のアブレーションシステム。
【請求項１１】
　前記力の時間積分が所定値に到達すると、前記制御装置は、前記電力源による前記アブ
レーションヘッドの通電を無効にするように構成される、
　請求項１０記載のアブレーションシステム。
【請求項１２】
　前記通電パラメータは、電流であり、
　前記制御装置は更に、前記アブレーションヘッドに流れる電流を検出するように構成さ
れた電流センサを含む、
　請求項３記載のアブレーションシステム。
【請求項１３】
　前記制御装置は、前記電流の大きさを決定するように構成され、
　前記制御装置は更に、前記電流の大きさによって作成される前記対象組織における病変
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部のサイズパラメータを、前記力の時間積分と電流の大きさとに基づき予測するように構
成される、
　請求項１２記載のアブレーションシステム。
【請求項１４】
　前記制御装置は、前記力の時間積分を算出する中央処理装置を含む、
　請求項１記載のアブレーションシステム。
【請求項１５】
　前記中央処理装置は、前記接触力の値のシーケンスを生成するように構成される、
　請求項１４記載のアブレーションシステム。
【請求項１６】
　前記力センサは、光ファイバ歪みゲージを含み、
　力信号調整装置は、前記光ファイバ歪みゲージと前記中央処理装置とに作用可能に結合
された光ファイバインテロゲータを含む、
　請求項１４記載のアブレーションシステム。
【請求項１７】
　前記制御装置は、前記力信号をデジタル化して前記中央処理装置に供給するように構成
された力信号調整装置を含む、
　請求項１４記載のアブレーションシステム。
【請求項１８】
　前記力信号調整装置は、前記接触力の値のシーケンスを生成するように構成される、
　請求項１７記載のアブレーションシステム。
【請求項１９】
　前記力の時間積分は、圧力測定と張力測定のうちの１つに基づく、
　請求項１７記載のアブレーションシステム。
【請求項２０】
　対象組織をアブレーションするためのアブレーションシステムの制御方法であって、医
療処置時に患者に導入されるように構成された伸長軟性のカテーテルの先端部であるカテ
ーテル先端部は、力センサに作用可能に結合されたアブレーションヘッドを備え、
　前記方法は、
　前記アブレーションヘッドが前記対象組織に稼働するときに、前記対象組織への前記ア
ブレーションヘッドの稼働に応じる接触力のシーケンスを、前記力センサによって測定す
る工程と；
　前記接触力のシーケンスが測定されているときに、一定期間、前記アブレーションヘッ
ドを通電する工程と；
　前記一定期間における前記接触力のシーケンスに基づき、力の時間積分を決定する工程
と
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項２１】
　前記方法は更に、前記力の時間積分に基づき、病変部のサイズパラメータを推定する工
程を含む、
　請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記サイズパラメータとして、前記病変部の体積と深度のうちの１つを用いる、
　請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記方法は更に、
　前記アブレーションヘッドを通電する間、前記アブレーションヘッドに伝達される通電
パラメータの大きさを決定する工程と；
　前記通電パラメータの大きさを用いて、病変部のサイズパラメータを推定する工程と
を含む、
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　請求項２０記載の方法。
【請求項２４】
　前記方法は更に、
　前記アブレーションヘッドを通電する間、前記アブレーションヘッドに伝達される通電
パラメータの大きさのシーケンスを測定する工程を含む、
　請求項２０記載の方法。
【請求項２５】
　前記力の時間積分として、力－通電－時間の積分と；力－通電－時間の積と；正規化さ
れた力の時間積分とのうちの１つを用いる、
　請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記力の時間積分として、力を時間で積分する、
　請求項２０記載の方法。
【請求項２７】
　前記通電パラメータとして、電力と電流のうちの１つを用いる、
　請求項２３記載の方法。
【請求項２８】
　前記方法は更に、前記アブレーションヘッドを通電する間、前記通電パラメータの大き
さを制御する工程を含む、
　請求項２３記載の方法。
【請求項２９】
　スチームポップの発生を防止または削減するために、
　前記通電パラメータの大きさを、前記接触力のシーケンスに含まれる前記接触力に基づ
き選択する、
　請求項２８記載の方法。
【請求項３０】
　前記力の時間積分を、リアルタイムで算出する、
　請求項２０記載の方法。
【請求項３１】
　前記方法は更に、前記力の時間積分が所定値に到達すると、前記アブレーションヘッド
の通電を終了する工程を含む、
　請求項３０記載の方法。
【請求項３２】
　医療処置時に対象組織にエネルギを伝達するエネルギ伝達システムであって、前記エネ
ルギ伝達システムは、
　医療処置時に患者に導入されるように構成され且つカテーテル先端部を有する伸長軟性
のカテーテルと；
　医療処置時に前記対象組織に接触するように前記カテーテル先端部に配置されたアブレ
ーションヘッドと；
　前記アブレーションヘッドにかかる接触力を検出するために前記アブレーションヘッド
に作用可能に結合された力センサであって、前記力センサは、前記接触力に相関して力信
号を生成するように構成されることと；
　前記アブレーションヘッドを通電するために前記アブレーションヘッドに作用可能に結
合された電力源と；
　中央処理装置を有する制御装置であって、前記制御装置は前記力センサと前記電力源と
に作用可能に結合されることと
を含み、
　前記中央処理装置は、前記中央処理装置によって実行されるプログラム命令を含む記憶
媒体にアクセスし、前記プログラム命令は、
　前記アブレーションヘッドが前記対象組織に接触する場合に、接触に応じる前記接触力
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のシーケンスを前記力センサによって測定する工程と；
　前記接触力のシーケンスが測定されている場合に、一定期間、前記アブレーションヘッ
ドを通電する工程と；
　前記一定期間に亘って前記力センサによって測定した前記接触力のシーケンスに基づき
、力の時間積分を決定する工程と
を含むことを特徴とする、エネルギ伝達システム。
【請求項３３】
　前記プログラム命令は更に、前記力の時間積分に基づき、病変部のサイズパラメータを
推測する工程を含む、
　請求項３２記載のエネルギ伝達システム。
【請求項３４】
　前記プログラム命令は更に、
　前記アブレーションヘッドを通電する間、前記アブレーションヘッドに伝達される通電
パラメータの大きさを決定する工程と；
　前記力の時間積分と前記通電パラメータの大きさとに基づき、病変部のサイズパラメー
タを決定する工程と
を含む、
　請求項３２記載のエネルギ伝達システム。
【請求項３５】
　前記通電パラメータは、電流であり、
　前記制御装置は、前記通電パラメータの大きさを決定するように構成された電流センサ
を含み；
　前記プログラム命令は更に、前記アブレーションヘッドを通電する間、前記アブレーシ
ョンヘッドに伝達される電流を測定する工程を含む、
　請求項３４記載のエネルギ伝達システム。
【請求項３６】
　前記制御装置は更に、前記アブレーションヘッドの通電を検出するように構成された電
流センサを含む、
　請求項３２記載のエネルギ伝達システム。
【請求項３７】
　前記力の時間積分は、リアルタイムで決定される、
　請求項３２記載のエネルギ伝達システム。
【請求項３８】
　前記プログラム命令は更に、前記力の時間積分が所定値に到達すると、前記アブレーシ
ョンヘッドの通電を終了する工程を含む、
　請求項３７記載のエネルギ伝達システム。
【請求項３９】
　前記制御装置は、前記力信号をデジタル化して前記中央処理装置に供給するように構成
された力信号調整装置を含む、
　請求項３２記載のエネルギ伝達システム。
【請求項４０】
　前記力センサは、光ファイバ歪みゲージを含み、
　前記力信号調整装置は、前記光ファイバ歪みゲージと前記中央処理装置とに作用可能に
結合された光ファイバインテロゲータを含む、
　請求項３９記載のエネルギ伝達システム。
【請求項４１】
　前記力信号調整装置は、前記接触力のシーケンスを測定して前記中央処理装置に供給す
るように構成される、
　請求項４０記載のエネルギ伝達システム。
【請求項４２】
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　前記プログラム命令は、前記アブレーションヘッドを通電する間、前記通電パラメータ
の大きさを制御する工程を含む、
　請求項３４記載のエネルギ伝達システム。
【請求項４３】
　スチームポップの発生を防止または削減するために、前記通電パラメータの大きさは、
前記接触力のシーケンスに含まれる前記接触力に基づき選択される、
　請求項４２記載のエネルギ伝達システム。
【請求項４４】
　医療処置時に対象組織にエネルギを伝達するエネルギ伝達システムであって、前記エネ
ルギ伝達システムは、
　医療処置時に患者に導入されるように構成され且つカテーテル先端部を有する伸長軟性
のカテーテルと；
　医療処置時に前記対象組織に接触するように、前記カテーテル先端部に配置されたアブ
レーションヘッドと；
　前記アブレーションヘッドにかかる接触力を検出するために前記アブレーションヘッド
に作用可能に結合された力センサであって、前記力センサは、前記接触力に相関する出力
を生成するように構成されることと；
　前記アブレーションヘッドを通電するために前記アブレーションヘッドに作用可能に結
合された電力源と；
　前記アブレーションヘッドの通電を制御する制御手段と；
　前記力センサから得られる接触力のシーケンスを測定する測定手段と；
　力の時間積分を決定するための決定手段と
を含み、
　前記アブレーションヘッドが通電している間、前記力の時間積分は、取得した前記接触
力のシーケンスに基づくことを特徴とする、エネルギ伝達システム。
【請求項４５】
　前記力センサは、光ファイバ歪みゲージを含み、
　力信号調整装置は、前記光ファイバ歪みゲージと中央処理装置とに作用可能に結合され
た光ファイバインテロゲータを含む、
　請求項４４記載のエネルギ伝達システム。
【請求項４６】
　対象組織をアブレーションするためのアブレーションシステムの制御方法であって、
　医療処置時に患者に導入されるように構成された伸長軟性のカテーテルは、力センサに
作用可能に結合されたアブレーションヘッドを備え、
　前記方法は、
　電力源を用いて、前記アブレーションヘッドを通電する工程と；
　力信号調整装置を用いて、前記力センサをソースとして前記力センサの出力を監視する
工程と；
　中央処理装置を用いて、前記力センサの出力を受信する工程であって、前記中央処理装
置を用いて、前記対象組織のアブレーションを特性化するのに使用される力の時間積分を
決定することと；
　前記カテーテルを操作するための１組の命令を実行する工程と
を含み、
　前記命令は、
　前記アブレーションヘッドが前記対象組織に稼働するときに、前記稼働に応じる接触力
のシーケンスを、前記力センサによって測定する工程と；
　前記接触力のシーケンスが測定されているときに、一定期間、前記アブレーションヘッ
ドを通電する工程と；
　前記一定期間において測定した前記接触力のシーケンスに基づき、前記力の時間積分を
決定する工程と
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を含むことを特徴とする、方法。
【請求項４７】
　前記中央処理装置を用いて、前記通電によって前記対象組織に形成された病変部のサイ
ズパラメータを推定する、
　請求項４６記載の方法。
【請求項４８】
　前記サイズパラメータとして、前記病変部の体積と深度のうちの１つを用いる、
　請求項４７記載の方法。
【請求項４９】
　前記中央処理装置を用いて、
　前記アブレーションヘッドを通電する間に前記アブレーションヘッドに伝達される通電
パラメータの大きさを決定し、
　ならびに前記通電パラメータの大きさを用いて病変部のサイズパラメータを推定する、
　請求項４６記載の方法。
【請求項５０】
　前記中央処理装置を用いて、前記アブレーションヘッドを通電する間に前記アブレーシ
ョンヘッドに伝達される通電パラメータの大きさのシーケンスを、監視する、
　請求項４６記載の方法。
【請求項５１】
　前記方法は更に、電流センサを用いて前記電力源と前記アブレーションヘッドの間を流
れる電流を検出し、
　前記通電パラメータは、電流である、
　請求項５０記載の方法。
【請求項５２】
　前記中央処理装置を用いて、前記アブレーションヘッドを通電する間に通電パラメータ
の大きさを制御する、
　請求項４６記載の方法。
【請求項５３】
　スチームポップの発生を防止または削減するために、前記通電パラメータの大きさを、
前記接触力のシーケンスに含まれる前記接触力に基づき選択する、
　請求項５２記載の方法。
【請求項５４】
　前記中央処理装置を用いて、前記力の時間積分が所定値に到達すると前記アブレーショ
ンヘッドの通電を終了する、
　請求項４６記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、アブレーション治療を用いる有機組織の治療に一般に関する。より詳
細には、本発明の分野は、カテーテル接触アブレーション伝達システムを用いる病変部サ
イズの予測および表示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心臓の通常動作を駆動する電気的インパルスに影響するものとして、数々の条件が知ら
れている。心房細動は、一般的な不整脈であり、心臓のうち上方の２つの部屋（心房）に
関係する。心房細動において、心房と肺静脈を起源とする無秩序な電気的インパルスが、
洞房結節によって生成される通常の電気的インパルスを越えると、心拍を生成する心室に
不規則なインパルスが伝わる。心房細動によって心房の収縮が悪くなる場合があり、再び
心房に血液が循環して血栓が形成される場合がある。このため、心房細動を有する人は、
脳卒中の危険性が非常に高い。心房細動は鬱血心不全を引き起こす場合もあり、極端なケ
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ースでは死に至ることがある。
【０００３】
　心房細動の一般的な治療には、薬物治療、または心房細動を通常の心調律に変換する同
期電気的除細動が含まれる。外科的療法も、従来治療に反応を示さない人々、または従来
治療による深刻な副作用に苦しむ人々のために開発されている。外科技術として、心房－
心室の周囲の異常な電気的インパルスの伝播をブロックするために、左心房と右心房が切
開される。
【０００４】
　フランシシェリ（Ｆｒａｎｃｉｓｃｈｅｌｌｉ）による特許文献１には、切開を行なっ
て２つの顎部を備えるアブレーションヘッドの顎部を心臓に挿入し、更に両顎部間に心臓
壁の選択した部分を固定することによって、心臓壁に沿って線形の病変部を作成する外科
的技術が開示されている。両顎部を用いて、心臓壁組織の厚さが測定される。両顎部には
既知のクランプ力が与えられ、これによって心臓壁組織の歪みを推察することができる。
固定した組織を完全に切除するために、心臓壁の厚さに基づき、顎部の力と、ＲＦエネル
ギと、アブレーション時間との組合せが選択される。顎部によってかかる歪みは、病変部
の経壁性（ｔｒａｎｓｍｕｒａｌｉｔｙ）を推察するのにも用いられる。
【０００５】
　カテーテル接触アブレーション技術は、最も接触性のない外科的技術の代替として、な
らびに従来治療（たとえば薬物治療）に反応を示さない人々、または従来治療による深刻
な副作用に苦しむ人々にとっての代替として考案された。接触アブレーション技術は、心
房細動の起源と考えられる肺静脈近傍の細胞群のアブレーション、または左心房の後壁に
位置する肺静脈からの電気経路を機能停止にする広範な病変部の作成に関わる。エネルギ
伝達方法には、無線周波数、マイクロ波、冷凍術（ｃｒｙｏｔｈｅｒｍｙ）、レーザ、お
よび高強度超音波が含まれる。接触プローブは、カテーテルによって心臓に置かれる。こ
のカテーテルは、鼠径部または首の静脈に入れられて心臓に通されるため、外部から心臓
壁を切開しなくてもよい。次いでプローブは、左心房の後壁に接して置かれ、組織を局所
的に切除するように、ならびに左心房から肺静脈を電気的に分離するように通電される。
電気的分離を完全にしたい場合、左心房と肺静脈の間において切除した組織の連続的なラ
インが形成されるように、上記処理を繰返し行なう。
【０００６】
　接触アブレーション技術の利点が認識されており、たとえば身体は切開されず、このた
め感染のリスクや回復時間が削減される。また上記の技術を用いることによって、ペーシ
ングハードウェアまたは他の形式の電子治療もしくは機械治療の必要が削減されたり、無
くなることが多い。
【０００７】
　しかし、幾つかの接触アブレーション技術について、「スチームポップ」として知られ
ている現象が懸念されている。スチームポップは、特に灌流された無線周波数カテーテル
アブレーションに関連したリスクがある。この場合、表面下の加熱によって気化および膨
張が急速に生じて近傍の組織が分裂し、可聴のポップ音が生じる。この分裂が十分に大き
いと（すなわち気化膨張の体積が十分に大きいと）、心穿孔は「タンポナーデ」につなが
る場合があり、心筋（心臓の筋肉）と、心膜（心臓の外側を覆う嚢であり、心臓の圧縮を
生じさせる）との間のスペースに血液が蓄積する。
【０００８】
　ある研究によると、カテーテル先端の温度を４５°Ｃ未満に維持すると、ＲＦエネルギ
伝達時にスチームポップが抑えられる。ワタナベらによる非特許文献１を参照されたい。
一方、別の研究では、スチームポップは接触アブレーションヘッドの温度に関係しないが
、代わりに対象組織のインピーダンスの減少と強い関係があることが分かっている。また
この研究では、インピーダンスの減少が所定量を越えないようにインピーダンスを監視す
ることが推奨されている。サイラ（Ｓｅｉｌｅｒ）らによる非特許文献２を参照されたい
。
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【０００９】
　良好なアブレーション接触を行なうためのインピーダンスに基づく測定の欠点として、
臓器壁の挙動は一様ではない場合がある。脂肪の領域のインピーダンスは、筋肉の領域と
は非常に異なる。この違いによって、インピーダンスは接触整合性について信頼性のない
指標を示すものとなる。また担当医は接触力を知るという利点を得ないまま、より優れた
インピーダンスの指標を得ようとより大きな接触力をかける場合があるため、安全性が損
なわれる場合がある。
【００１０】
　別の研究では、電力レベル／病変部直径の組合せを適切に選択することによって、スチ
ームポップを回避できると推定されている。トップ（Ｔｏｐｐ）による非特許文献３を参
照されたい。リーバ（Ｌｉｅｂｅｒ）らによる特許文献２には、アブレーション時に組織
反射スペクトル特性を測定することによって表面下スチーム形成を検出する方法が開示さ
れている。
【００１１】
　接触アブレーション技術についてはこの他、病変部サイズが電気的隔離を行なうのに十
分か否かとの懸念がある。同時に、過度のアブレーションも問題である。過度のアブレー
ションは、心臓近傍の他の臓器組織（たとえば食道）を損傷する場合があり、心房の構造
的完全性を損なう場合がある。この結果、「突破口」が生じ、心房壁から血液が漏れる。
接触アブレーション処置時に病変部サイズを制御する技術には、接触プローブと、対象組
織における基質との間のインピーダンスを測定すること（特許文献３、特許文献４）、有
害な組織の焦げ付き（ｔｉｓｓｕｅ　ｃｈａｒｒｉｎｇ）が生じる前に起きる屈曲のＲＦ
アブレーション時に、（電解質として機能する）介在組織の電流出力を監視すること（特
許文献５）、病変部の深度を増加させるために外部補助電極を使用すること（特許文献６
）、表面組織を傷つけずに病変部の深度を拡張するために、表面下組織の低温接触冷却と
組合せて表面下組織を加熱するマイクロ波プローブ（特許文献７）、およびエネルギ伝達
直後に病変部の温度を測定すること（特許文献４）が含まれる。幾つかの特許は、プロー
ブ先端の過熱と、ＲＦ送信を妨げる付随する凝固形成とを防ぐことによって病変部の深度
を拡張するために、ＲＦアブレーションプローブ先端の温度の冷却および／または監視を
行なう方法を開示している（特許文献８、特許文献９、特許文献１０）。
【００１２】
　病変部サイズおよびスチームポップの制御向上にも拘らず、カテーテルアブレーション
に関連した有効性とリスクには、大きな開きがある。カルキン（Ｃａｌｋｉｎｓ）らによ
る非特許文献４を参照されたい。カルキンによると、カテーテルアブレーションの結果に
は、技術上の差異および施術を行なう医師の経験や技術的熟練度に部分的に起因して大き
な開きがある。
【００１３】
　またカテーテルアブレーション技術には、成功の指標、問題領域の指標、または潜在的
な合併症の指標を提供するという、処置の映像化に関する課題がある。アブレーション技
術の映像化を行なう早期の方法には、電気信号の分析に依存するカテーテル心内膜マッピ
ングを用いて、心臓腔をマッピングすること（特許文献１１）が含まれる。信頼性が低い
と認められているこれら早期の方法およびより改良された方法は、キャビティのモデル化
の精度を向上させるように開発されてきた。最近の映像化方法は、コンピュータ断層撮影
法（ＣＴ）スキャン、または磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）スキャンを使用してまず患者の体
腔を高解像度でモデル化し、次いで３次元画像と物理的座標との関係を構築するシステム
によって「融合」を行なう。あるシステムは、臓器の形態マップを作成するカテーテル位
置センサを使用する。他のシステムは、患者において感知された身体臓器の領域で、ＣＴ
スキャン／ＭＲＩスキャンの画像座標をマッピングするカテーテル位置センサを使用する
。これらのシステムのうちの幾つかは電気信号に基づき位置センサを使用し、他のシステ
ムは電磁信号を使用する。更に他のシステムは、心臓腔の正確なマップ作成において位置
を決定するのに超音波アレイを使用する。商用のマッピング実装が入手可能であり、たと
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えば磁場センサと専用カテーテルとを使用してチャンバ形状を検出するＣＡＲＴＯ（登録
商標）マッピングシステム（バイオセンス（Ｂｉｏｓｅｎｓｅ）社製）、および電気セン
サと標準カテーテルとを使用して３次元（３Ｄ）モデルを生成するＥｎＳｉｔｅ　Ｎａｖ
Ｘ（商標）Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙがある。更に他の方法は、画像融合技術に結合したＸ線装置（ＸＭＲ）を使用し
て、心臓腔の３次元映像化を行なう。
【００１４】
　急速に注目を集めている方法は、心臓腔に注入される造影剤を用いる３次元血管造影法
である。注入後、間接撮影装置が患者の周囲を回転して情報を取り込む。取り込んだ情報
に基づき、コンピュータシステムは、心臓腔を描画する３次元を作成することができる。
遅延造影磁気共鳴映像法（ＤＥ－ＭＲＩ）技術などのＭＲＩ技術において、最近進歩が見
られており、空間歪みを生じることなく心臓腔の画像の解像度が向上されている。最近開
発された他の３次元マッピング技術は、パッポン（Ｐａｐｐｏｎｅ）らによる非特許文献
５に公開されている。本明細書に記載する定義を除き、この全内容は引用によって本明細
書に援用される。
【００１５】
　３次元映像化技術は進歩しているが、アブレーション処置の分析の１要素であるに過ぎ
ない。従来、アブレーション処置は、印加されるＲＦエネルギの電力、温度、および／ま
たは時間を測定することを特徴としていた。これらの初期特性では、病変部サイズと有効
性を全体として予測できないことが分かっている。したがって、既存の技術は単に、アブ
レーション処置に関する限られた量の視覚情報をオペレータに供給するものである。既存
の映像化技術は、心臓腔を３次元に映像化したものの上に重ねられた、固定サイズの３次
元オブジェクトを色識別することによって、電力、温度、および時間の推定値をオペレー
タに供給する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０２５６５２２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００８／００９７２２０号明細書
【特許文献３】国際公開第２００８／０６３１９５号
【特許文献４】米国特許出願公開第２００８／０２７５４４０号明細書
【特許文献５】米国特許第６，３２２，５５８号明細書
【特許文献６】米国特許第７，１５１，９６４号明細書
【特許文献７】米国特許第７，４６５，３００号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００５／０１７７１５１号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００７／００９３８０６号明細書
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００８／０１６１７９３）号明細書
【特許文献１１】米国特許第４，９４０，０６４号明細書
【特許文献１２】欧州特許第２０４７７９７号明細書
【特許文献１３】国際公開第２００８／０４５９５８号
【特許文献１４】国際公開第２００７／０５０９６０号
【特許文献１５】米国特許出願公開第２００６／０２０００４９号明細書
【特許文献１６】米国特許出願公開第２００７／００６０８４７号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２００８／０２９４１４４号明細書
【特許文献１８】米国特許出願公開第２００８／０００９７５０号明細書
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】「先端を冷却したアブレーションによる高周波数電力伝達およびイヌ心
臓中の病変部サイズの増加：ポップおよびインピーダンス上昇を抑えるカテーテル先端温
度監視の重要性（Ｃｏｏｌｅｄ－Ｔｉｐ　Ａｂｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　ｉｎ　Ｉ



(11) JP 5786108 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

ｎｃｒｅａｓｅｄ　Ｒａｄｉｏｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ａ
ｎｄ　Ｌｅｓｉｏｎ　Ｓｉｚｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｃａｎｉｎｅ　Ｈｅａｒｔ：　Ｉｍｐｏ
ｒｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｃａｔｈｅｔｅｒ－Ｔｉｐ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｍｏｎｉｔ
ｏｒｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｐｐｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉｍｐｅ
ｄａｎｃｅ　Ｒｉｓｅ）」　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎａｌ　Ｃ
ａｒｄｉａｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ）」，ｖｏｌ．６，ｎｏ．２，ｐｐ
．９－１６（２００２）
【非特許文献２】「灌流した無線周波数アブレーション時のスチームポップ：防止用イン
ピーダンス監視の実現可能性（Ｓｔｅａｍ　ｐｏｐｓ　ｄｕｒｉｎｇ　ｉｒｒｉｇａｔｅ
ｄ　ｒａｄｉｏｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ａｂｌａｔｉｏｎ：　Ｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙ　ｏ
ｆ　ｉｍｐｅｄａｎｃｅ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｆｏｒ　ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）」，
Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ，ｖｏｌ．５，ｎｏ．１０，ｐｐ．１４１１－１６（２００８
年）
【非特許文献３】「生理食塩水に結合した表面高周波数アブレーション：スチームポップ
および豚肝臓の損傷深度に影響するファクタ（Ｓａｌｉｎｅ－ｌｉｎｋｅｄ　ｓｕｒｆａ
ｃｅ　ｒａｄｉｏｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ａｂｌａｔｉｏｎ：　Ｆａｃｔｏｒｓ　ａｆｆｅ
ｃｔｉｎｇ　ｓｔｅａｍ　ｐｏｐｐｉｎｇ　ａｎｄ　ｄｅｐｔｈ　ｏｆ　ｉｎｊｕｒｙ　
ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｉｇ　ｌｉｖｅｒ）」，Ａｎｎ．　Ｓｕｒｇ．，ｖｏｌ．２３９，ｎｏ
．４，ｐｐ．５１８－２７（２００４年）
【非特許文献４】「カテーテルおよび外科的アブレーションについてのＨＲＳ／ＥＨＲＡ
／ＥＣＡＳ専門家による合意書：職員、方針、処置およびフォローアップについての提言
。心房細動のカテーテルおよび外科的アブレーションについてのＨＲＳタスクフォース（
ＨＲＳ／ＥＨＲＡ／ＥＣＡＳ　ｅｘｐｅｒｔ　Ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ
　ｏｎ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ａｎｄ　ｓｕｒｇｉｃａｌ　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｔ
ｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ：　ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　ｐ
ｅｒｓｏｎｎｅｌ，　ｐｏｌｉｃｙ，　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ａｎｄ　ｆｏｌｌｏｗ－
ｕｐ．　Ａ　ｒｅｐｏｒｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
（ＨＲＳ）　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ　ｏｎ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ａｎｄ　ｓｕｒｇｉｃａ
ｌ　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ）」，Ｈｅａｒ
ｔ　Ｒｈｙｔｈｍ，ｖ．４，ｎｏ．６，ｐｐ．８１６－６１（２００７年）
【非特許文献５】「心房アブレーションの指針としての非蛍光マッピング：将来に対する
現状および期待（Ｎｏｎ－ｆｌｕｏｒｏｓｃｏｐｉｃ　ｍａｐｐｉｎｇ　ａｓ　ａ　ｇｕ
ｉｄｅ　ｆｏｒ　ａｔｒｉａｌ　ａｂｌａｔｉｏｎ：　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｓｔａｔｕｓ　
ａｎｄ　ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ）」，　Ｅｕｒｏｐ
ｅａｎ　Ｈｅａｒｔ　Ｊｏｕｒｎａｌ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｓ，ｖｏｌ．９，Ｓｕｐｐ
ｌｅｍｅｎｔ　Ｉ，ｐｐ．Ｉ１３６－Ｉ１４７（２００７年）
【非特許文献６】「灌流した高周波数アブレーションカテーテル予測病変部およびスチー
ムポップと血栓の発生に統合された新規の接触力センサ（Ｎｏｖｅｌ　Ｃｏｎｔａｃｔ　
Ｆｏｒｃｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ　ｉｎ　Ｉｒｒｉｇａｔｅｄ　Ｒ
ａｄｉｏｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ａｂｌａｔｉｏｎ　Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｐｒｅｄｉｃｔｓ
　Ｌｅｓｉｏｎ　Ｓｉｚｅ　ａｎｄ　Ｉｎｃｉｄｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｓｔｅａｍ　Ｐｏｐ　
ａｎｄ　Ｔｈｒｏｍｂｕｓ）」，Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ：　Ａｒｒｈｙｔｈｍｉａ　ａ
ｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ，ｖｏｌ．１，ｎｏ．５，ｐｐ．３５４－３
６２（２００８年１２月）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかし、アブレーション処置の結果を、包括的に映像化および特性化したものをオペレ
ータに供給できる技術はない。
　病変部サイズを予測するため、および／またはカテーテル接触アブレーション処置時に
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おける有害なスチームポップ発生を削減するため、更に、予測した病変部サイズと、組織
損傷（すなわち穿孔、抵抗性組織）と、接触アブレーション処置時の隔離間隙とを映像化
するための代替の装置および方法が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の様々な実施形態は、力の時間積分技術を用いて作成される病変部の体積、面積
、および／または深度を確実に予測する。他の実施形態は、スチームポップを防止するた
めに、アブレーションプローブと対象組織の間の接触力に基づき、アブレーションプロー
ブに伝達されるエネルギを制御する。
【００２０】
　別の態様において、本発明の様々な実施形態は、アブレーション処置時に作成される病
変部の予測した体積、面積、および／または深度を確実に映像化する。一実施形態は、力
－接触密度のマッピング処置を用いて作成される、予測した病変部を映像化する。別の実
施形態は、力の時間積分技術を用いて、予測した病変部を映像化する。更に別の実施形態
は、力と時間と電力（および／または電流）の積分技術を用いて、予測した病変部を映像
化する。他の実施形態は、組織損傷の発生と位置（たとえばアブレーションプロセスにお
いて生じた穿孔）を予測する。更に他の実施形態は、処置時または処置後に生じ得る隔離
間隙の発生と位置を予測する。
【００２１】
　カテーテル接触アブレーションシステムの最近の進歩には、対象組織との接触によって
生じるカテーテル上の反力を測定する能力が含まれる。対象組織に接すると、先端におけ
る接触力測定または圧力測定を決定するための装置および方法が、最近、多くの特許出願
に開示されている。たとえば特許文献１２、特許文献１３、特許文献１４を参照されたい
。これらの開示は、また時間、温度、電力、および／または電流に加え、接触力および／
または接触圧力を、接触アブレーション処置時に施術者に利用可能な別のリアルタイム測
定基準として発表している。本出願の指定代理人に指定された特許文献１５、特許文献１
６、レオ（Ｌｅｏ）らによる特許文献１７、およびアビー（Ａｅｂｙ）らによる特許文献
１８は、ＲＦアブレーションヘッドを備えるカテーテルのエンドエフェクタ上の反力につ
いて、３次元空間における力ベクトルを分解するための装置および方法を開示する。各々
の全開示内容は、本明細書に記載する定義を除き、引用によって本明細書に援用される。
【００２２】
　生じる病変部のサイズは、既知の通電レベルで接触時間に亘って反力を積分することに
よって、確実に推定できることが分かっている。あるいは力と通電レベル（いずれも時間
に応じて可変）の積は、接触時間に亘って積分されてもよい。力の時間積分、または力－
通電－時間の積分は、接触時間を知ることによって、ならびに力の平均値もしくは力の他
の代表値、および／または時間間隔に亘る通電を掛け合わせることによって、確実に概算
される。本明細書において、「力の時間積分」は、時間に亘る力の測定に関わる測定量と
して広く定義される。このため、本明細書において用いられる「力の時間積分」は、力×
時間の積（たとえば印加の時間間隔を掛け合わせた力として表わされるもの）、力－通電
－時間の積分、力×時間×通電の積、およびそれらの組合せを含む。
【００２３】
　接触力と病変部サイズだけでなく、接触力と病変部サイズとの関係に関する研究につい
て、ヨコヤマらによる非特許文献６に公開されている。この全開示内容は、本明細書に記
載する定義を除き、引用によって本明細書に援用される。ヨコヤマは、病変部の形成を最
大にし、スチームポップと冠状動脈血栓（ｔｈｒｏｍｂｏｓｕｓ）を削減するために、Ｒ
Ｆ電力と印加時間とを最適化することについても開示している。しかしヨコヤマは、力の
時間積分と、病変部サイズの予測との間の関連性については開示していない。
【００２４】
　本明細書においては、スチームポップの発生を更に削減するための装置および方法につ
いて開示する。構造的に、本装置および方法は、アブレーションヘッドへのエネルギ伝達
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を制御する電力源へのフィードバック要素として、接触力または接触圧力の測定を用いる
。接触力／接触圧力が低いまたは間欠的である場合、電力レベルは高出力となるように制
御され、接触力／接触圧力がより高い場合は低出力となるように制御される。この技術に
よって、スチームポップを削減することができる。
【００２５】
　幾つかの実施形態において、映像化技術を用いるアブレーション手術の結果を包括的に
特性化するための装置および方法が提供される。映像化の態様は、アブレーション処置時
に作成される病変部の病変特性（たとえば面積、体積、および／または深度）について信
頼性のある指標を、リアルタイムでおよび／または手術後の分析時にオペレータに供給で
きる。或る実施形態において、接触密度は、アブレーション処置時に心臓腔を３次元（３
Ｄ）に映像化したものにマッピングされる。他の実施形態において、力、時間、およびア
ブレーション通電パラメータ（たとえば電力または電流）は、アブレーション処置時に心
臓腔を３次元に映像化したものにマッピングされる。
【００２６】
　本発明の映像化の態様によると、病変部サイズを確実に概算することによって、および
隔離ラインの完全性を推定することによって、専門家によるアブレーション処置の効率向
上が可能になる。更に別の実施形態において、接触、力、および電力密度は、心臓腔を３
次元に映像化したものにマッピングされる。映像化の態様によると、潜在的な組織損傷（
たとえば患者の回復時に合併症を生じ得る、穿孔が生じやすい領域）について、オペレー
タは確実に概算することができる。また映像化の態様によると、処置時に見られる潜在的
な隔離間隙、または処置後の一定期間に生じ得る潜在的な隔離間隙について、オペレータ
は確実に概算することができる。また映像化の態様によると、オペレータはそれぞれの外
科的処置によって作成される病変部同士を区別することができ、したがって全般範囲と患
者の病歴とに関する情報が供給される。したがって、アブレーション処置に関する情報は
、詳細な分析を行なうために、または患者の病歴の一部となるように保存されてもよい。
最後に、本発明の幾つかの実施形態は、アブレーションプロセスにおいてＲＦ電力の導入
にマイナスの影響を及ぼす浮腫または他の細胞構造の作成に関する情報を供給してもよい
。その後、これらの浮腫または構造は、将来のアブレーション処置のために監視されても
よく、標的とされてもよい。記載の方法および装置を利用することによって、アブレーシ
ョンプロセスにおいて作成される病変部の特性を確実に予測することができ、処置の成功
が保証され、処置の複雑さと回復時間とが潜在的に削減される。
【００２７】
　本明細書に開示する方法および装置は、接触および／または病変部サイズのロボット制
御にも構成している力の時間積分の算出は、カテーテルの操作を制御する（またはカテー
テルの操作を制御する別のマイクロプロセッサに情報を提供する）マイクロプロセッサに
よって行なわれてもよい。電力出力（電圧出力もしくは電流出力）または接触力もしくは
接触圧力が、力の時間積分の制御において人の介在なく、予測した病変部サイズを生成す
べくにシステムによって能動的に制御されるように、上記の算出はリアルタイムでまたは
擬似リアルタイムで行なわれてもよい。
【００２８】
　構造的には、医療処置時に対象組織を切除するための切除システムの様々な実施形態は
、医療処置時に患者に導入されるように構成された伸長軟性カテーテルであって、カテー
テル先端部を有するカテーテルを含む。アブレーションヘッドは、カテーテル先端部に配
置され、医療処置時に対象組織に接触するように構成される。力センサは、アブレーショ
ンヘッドに作用可能に結合され、対象組織との接触によってアブレーションヘッドにかか
る接触力を検出するように構成され、接触力に応じて力信号を出力する。一実施形態にお
いて、力センサは、光ファイバ歪みゲージを含む。電力源は、アブレーションヘッドを通
電するためにアブレーションヘッドに作用可能に結合される。電流センサは、アブレーシ
ョンヘッドに流れる電流を検出するように構成されてもよい。
【００２９】
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　一実施形態において、制御装置は、接触力の値のシーケンスを生成するために、力セン
サから力信号を受信するように構成される。データ収集システムは、アブレーションヘッ
ドの通電の時間周期を決定するように、ならびに力の時間積分を生成すべく、通電の時間
周期に亘って取得した接触力の値のシーケンスを積分するように構成されてもよい。
【００３０】
　一実施形態において、制御装置は、アブレーションヘッドに伝達される通電パラメータ
を決定するように、且つ通電パラメータによって作成される対象組織における病変部のサ
イズパラメータを予測するように構成される。この実施形態において、この予測は、力の
時間積分と通電パラメータとに基づく。一実施形態において、通電パラメータは、電力レ
ベルおよび／または電流である。制御装置は、アブレーションヘッドに伝達される電流の
大きさを決定するように構成されてもよく、電流の大きさによって作成される対象組織に
おける病変部のサイズパラメータを予測するように更に構成されてもよく、前記予測は、
力の時間積分と電流の大きさとに基づいてもよい。サイズパラメータは、病変部の体積、
病変部の深度、または病変部の面積のうちの１つ以上であってもよい。
【００３１】
　制御装置はまた、アブレーションヘッドの通電の時間周期と、電力源によってアブレー
ションヘッドに伝達される通電パラメータの大きさとを制御するように構成されてもよい
。一実施形態において、制御装置は、電力源によってアブレーションヘッドに伝達される
通電パラメータの大きさを制御するように構成され、通電パラメータの大きさは、接触力
の大きさに基づく。力の時間積分が所定値に到達すると、制御装置は、電力源によるアブ
レーションヘッドの通電をほぼ無効にするように構成されてもよい。更に別の実施形態に
おいて、制御装置は、通電を削減または無効にすることに加え、あるいはそれに代わって
、灌流を増加させるように構成されてもよい。或る実施形態において、制御装置は、力×
時間の間隔をリアルタイムで算出するように構成されてもよい。
【００３２】
　システム全体は、人であるオペレータが手動操作できるように構成されてもよく、カテ
ーテル先端部を移動させるためにロボットマニピュレータに結合されてもよい。ロボット
マニピュレータは、制御装置によって制御されてもよい。
【００３３】
　或る実施形態において、制御装置は、力センサと電力源とに作用可能に結合した中央処
理装置を有する。中央処理装置によってアクセスされ実行されるプログラム命令を含む記
憶媒体が提供されてもよい。一実施形態において、プログラム命令は、アブレーションヘ
ッドが対象組織に接触しているときに、力センサによって接触力のシーケンスを測定する
工程と、接触力のシーケンスは接触に応じることと；接触力のシーケンスが測定されてい
るときに、一定期間、アブレーションヘッドを通電する工程と；力の時間積分を決定する
ために、アブレーションヘッドを通電する前記一定期間に亘って力センサによって測定し
た接触力のシーケンスを積分する工程とを含む。プログラム命令は、アブレーションヘッ
ドを通電する間、アブレーションヘッドに伝達される通電パラメータを決定する工程と；
通電パラメータの大きさを制御する工程と；スチームポップの発生を防止または削減する
ために、接触力のシーケンスに含まれる接触力に基づき、通電パラメータを選択する工程
と；力の時間積分と通電パラメータとに基づき、病変部のサイズパラメータを決定し、お
よび／または力の時間積分が所定値に到達すると、アブレーションヘッドの通電を終了す
る命令を決定する工程とを更に含んでもよい。
【００３４】
　力信号調整装置はまた、力センサから受信される力信号をデジタル化するように、且つ
デジタル化した信号を中央処理装置に供給するように構成されてもよい。光ファイバ力セ
ンサを用いる構成において、力信号調整装置は、光ファイバ歪みゲージと中央処理装置と
に作用可能に結合した光ファイバインテロゲータを含んでもよい。力信号調整装置はまた
、（たとえば力センサから受信する力信号をデジタル化するために、ならびにデジタル信
号を中央処理装置に供給するために）接触力の値のシーケンスを生成するように構成され
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てもよい。
【００３５】
　方法論によって、本発明の様々な実施形態は、対象組織にカテーテルのアブレーション
ヘッドを稼働させる工程と；アブレーションヘッドが対象組織に稼働するときに、力セン
サによって接触力のシーケンスを測定する工程であって、接触力は、対象組織へのアブレ
ーションヘッドの稼働に応じることとを含む。アブレーションヘッドは、接触力のシーケ
ンスが測定されているときに、一定期間通電される。通電を行なう前記一定期間に亘って
力センサによって測定した接触力のシーケンスは、次いで統合されて、力の時間積分が決
定される。一実施形態において、この方法は、アブレーションヘッドを通電する間、アブ
レーションヘッドに伝達される通電パラメータを決定する工程と、力の時間積分と通電パ
ラメータとに基づき、病変部のサイズパラメータを決定する工程とを更に含む。通電パラ
メータの大きさは、スチームポップの発生を防止または削減するために、接触力のシーケ
ンスに含まれる接触力に基づき選択されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係る、接触アブレーションシステムの概略図。
【図２】本発明の一実施形態に係る病変部サイズへの、一定の力または周期的な力の影響
を決定するためのテスト設定の概略図。
【図３】図２のテスト設定によって生成した力について、略一定のシーケンスの時間トレ
ースの一例を示すグラフ。
【図４】図２のテスト設定によって生成した力について、変動するシーケンスの時間トレ
ースの一例を示すグラフ。
【図５】図２のテスト設定によって生成した力について、間欠的なシーケンスの時間トレ
ースの一例を示すグラフ。
【図６】図２のテスト設定において、アブレーション後の試験片の断面図。
【図７】本発明の一実施形態に係る２０Ｗと４０Ｗにおける病変部の、体積に対する力の
時間積分値のグラフ。
【図８】本発明の一実施形態に係る２０Ｗと４０Ｗにおける病変部の、深度に対する力の
時間積分値のグラフ。
【図９】本発明の一実施形態に係る２０Ｗと４０Ｗにおける病変部の、面積に対する力の
時間積分値のグラフ。
【図１０】本発明の一実施形態に係る接触アブレーションシステムの概略図。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態に係るプログラム命令のフローチャート。
【図１１】本発明の一実施形態に係る病変部生成時の、心房壁の部分拡大断面図。
【図１２】本発明の一実施形態に係る力生成プローブによって、生体内で生成した接触力
の時間トレースを示すグラフ。
【図１３】本発明の一実施形態に係るコンピュータシステムの概略図。
【図１４】本発明の一実施形態に係る、臓器の３次元仮想モデルの概略図。
【図１５】本発明の一実施形態に係る、病変部を視覚的に示した臓器の３次元仮想モデル
の概略図。
【図１６】本発明の一実施形態に係る、病変部を代替として視覚的に示した臓器の３次元
仮想モデルの概略図。
【図１７】本発明の一実施形態に係る、病変部を代替として視覚的に示した臓器の３次元
仮想モデルの概略図。
【図１８】本発明の一実施形態に係る、病変部を代替として視覚的に示した臓器の３次元
仮想モデルの概略図。
【図１９】本発明の一実施形態に係る、接触密度マッピングによって作成した病変部を視
覚的に示した臓器の３次元仮想モデルの概略図。
【図２０】本発明の一実施形態に係る、接触密度マッピングによって作成した病変部を視
覚的に示した臓器の代替３次元仮想モデルの概略図。
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【図２１】本発明の一実施形態に係る、力接触密度マッピングによって作成した病変部を
視覚的に示した臓器の３次元仮想モデルの概略図。
【図２２】本発明の一実施形態に係る、力接触密度マッピングによって作成した、病変部
を視覚的に示した臓器の代替３次元仮想モデルの概略図。
【図２３】本発明の一実施形態に係る病変部を視覚的に示した、臓器壁の断面図。
【図２４】本発明の一実施形態による病変部を視覚的に表示するための、コンピュータシ
ステムインタフェースの概略図。
【図２５】本発明の一実施形態による臓器の３次元モデルにおいて、病変部の生成および
表示を行なうためのステップを示すフローチャート。
【図２６】本発明の一実施形態に係る臓器の３次元モデルにおいて、浮腫または抵抗性組
織の生成および表示を行なうためのステップを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１を参照し、本発明の一実施形態において、接触アブレーションシステム３０を示す
。接触アブレーションシステム３０は、カテーテル先端部３４を有するカテーテル３２を
含み、カテーテル先端部３４は、力センサ３８に作用可能に結合したアブレーションヘッ
ド３６を含む。このアブレーションヘッド３６は、対象組織４０に接触するように配置さ
れている。カテーテル３２は、電力源４２に作用可能に結合される。電力源４２は、アブ
レーションヘッド３６にエネルギを供給し、伝達したエネルギを測定する。測定装置４４
も示されており、この測定装置４４は、力センサ３８をソースとすることができ、力セン
サ３８から得られる出力信号である力信号を測定することができる。
【００３８】
　手術において、対象組織４０上または対象組織４０内に病変部４６を作成するために、
アブレーションヘッド３６は対象組織４０に接触し通電される。力センサ３８は出力を生
成するように構成され、この出力から接触力の大きさを推察することができる。一般に、
特に対象組織４０は動作（たとえば鼓動する心臓の壁）の影響下にある場合、接触力は時
変である。エネルギの流れが、アブレーションヘッド３６と対象組織４０の間の接触抵抗
に依存し得る場合、アブレーションヘッド３６におけるエネルギの流れ（たとえば電流ま
たは電力）も時変になり得る。この接触抵抗も同様に、アブレーション時に接触力と病変
部４６の変化特性とによって変動し得る。
【００３９】
　本発明の様々な実施形態は力の時間積分を実施し、これによって病変部４６のサイズ（
体積、深度、および／または面積）を予測することができる。「力の時間積分」は、時間
に亘る力の測定を含む測定量として、本明細書において広く定義される。力の時間積分は
、時間に亘る力の測定値を含む幾つかの方法のうち、定義した１つであってもよい。力の
時間積分の一例として、勿論、時間に亘る力（ＦＯＴ）の数値積分法がある。
【００４０】
【数１】

【００４１】
ここでＦ（ｔ）は、対象組織と、アブレーションヘッドの先端部との間における、時間に
亘って測定した接触力である。パラメータｔは時間を表わし、接触力は時変になり得るこ
とを示している。
【００４２】
　力の時間積分はまた、力×時間の積（ＦＴＰ）として、以下のように表わすこともでき
る。
【００４３】
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【数２】

【００４４】
ここでＦ（Ｆに上線付）は、時間周期Δｔに亘るＦ（ｔ）の代表値である。
　力の時間積分の別の表現として、時間に亘る力－通電（ＦＥＯＴ）の積分、または力－
通電－時間の積（ＦＥＴＰ）があり、以下のように表わされる。
【００４５】

【数３】

【００４６】

【数４】

【００４７】
ここでＥ（ｔ）は測定した通電であり、アブレーションヘッドに伝達したエネルギの流れ
（たとえば電力または電流）を示し、Ｅ（Ｅに上線付）は時間周期Δｔに亘って測定した
通電Ｅ（ｔ）の代表値（たとえば時間－平均した通電の値）である。上記のように、測定
エネルギＥ（ｔ）は時変であってもよい。たとえば力×時間－通電の積（ＦＥＴＰ）は上
記パラメータの組合せを含んでもよく、たとえば以下のようである。
【００４８】
【数５】

【００４９】
【数６】

【００５０】
　別の実施形態において、時間に亘って正規化した力（ＮＦＯＴ）の積分は、エネルギレ
ベルについて正規化されており、以下のように実施されてもよい。
【００５１】

【数７】

【００５２】
ＦＯＴのキャリブレーションまたはＦＴＰのキャリブレーションのみが使用できる場合、
このようなアプローチは精度の向上に有用となり得る。
　本発明に関して、「力」自体の測定は、力の時間積分の推察または導出を行なうのに必
要ではない。力および張力または圧力は、他のコンテキストにおいて等価ではない場合も
あるが、力に関係する他のパラメータ（たとえば張力、圧力）は、本発明において、力の
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時間積分の力要素の代用とされてもよく、病変部サイズをなお確実に予測することができ
る。同様に、本明細書において他に「力」という場合、（これらに制限されないが、力セ
ンサ、力信号、力の変換、力の設定点、力の間隔、力の値、力の測定、力レベル、力範囲
、接触力、および反動力）、他のパラメータ（たとえば力に関係する圧力および張力）を
含むように広く解釈されるものとすることを理解されたい。
【００５３】
　上記の様々な力の時間積分は、作成される病変部４６のサイズを予測するのに有用とな
り得る。病変部サイズの情報を取得するため、ならびにこの情報を病変部の生成と病変部
サイズの予測に使用するための方法および装置を、以下に説明する。
【００５４】
　図２を参照し、本発明の一実施形態において、テスト装置５０は、接触力の時間積分と
、ＲＦアブレーションの病変部サイズとの関係を決定するように開発されたものである。
電動プラットフォーム５２を使用して、灌流したアブレーションカテーテル５６（直径：
２．３－ｍｍ）の下方の組織標本５４（ウシ筋肉）を昇降させた。このアブレーションカ
テーテルは空間に固定され、アブレーションヘッド５７を備えている。アブレーションヘ
ッド５７は、組織標本５４に略垂直に配向されている。灌流されたアブレーションカテー
テル５６のアブレーションヘッド５７を、力センサ５８（感度＜１ｇ、サンプリングレー
ト：６４Ｈｚ）に作用可能に結合した。所望の接触力特性を得るべく電動プラットフォー
ム５２の鉛直変位６２を制御するように、力センサ５８は、プログラム可能な閉ループコ
ントローラ６０にフィードバック要素として組込まれた。アブレーションヘッド５７を、
ＲＦソース６４に作用可能に結合した。このＲＦソース６４を使用して、単極ＲＦエネル
ギを組織標本に伝達した。
【００５５】
　この設定を用いて、３つの互いに異なる接触条件（すなわち一定のＣＣ、可変のＶＣ、
および間欠的なＩＣ）をテストした。一定の接触条件ＣＣは、アブレーション周期におい
て一定の接触力をシミュレートした。可変の接触条件ＶＣは、連続的な接触をシミュレー
トしたが、アブレーションプローブと、鼓動する心臓との相互作用をシミュレートすべく
、周期的に変動する力を用いた。間欠的な接触条件ＩＣは、接触が連続的ではない場合に
アブレーションプローブと、鼓動する心臓との相互作用をシミュレートすべく、周期的で
非継続的な接触をシミュレートした。
【００５６】
　実験は、一定の電力伝達レベル（２０Ｗと４０Ｗ）で行なった。通電期間は６０秒に設
定し、食塩水（１７ｃｃ／ｍｉｎ）を灌流した。一定の接触条件ＣＣは、２０グラム重（
ｇｍｆ）でテストした。１ｇ重は、標準重力の１グラム量の重量に等価とした。可変の接
触条件ＶＣは、最小約１０ｇ重と最大約２０ｇ重の間において周期的に変動する力を用い
てテストした。間欠的な接触条件ＩＣは、負荷サイクルの一部を０ｇ重の条件に維持した
場合、最小０ｇ重から最大２０ｇ重まで様々であった。接触条件ＶＣ，ＩＣは、心拍を毎
分５０拍～１００拍にシミュレートしてテストした。収縮期－対－拡張期の比も、５０：
５０および３０：７０にシミュレートした。
【００５７】
　図３～図５を参照し、様々な接触条件ＣＣ，ＶＣ，ＩＣのトレースの例を、本発明の一
実施形態に示す。一定の接触条件ＣＣにおいて１４個の病変部が作成され、可変の接触条
件ＶＣにおいて４８個の病変部が作成され、間欠的な接触ＩＣにおいて３５個の病変部が
作成された。力の時間積分は、一定の接触条件ＣＣにおいて最も高く、可変の接触条件Ｖ
Ｃにおいて中間であり、間欠的な接触条件ＩＣにおいて最も低かった。病変部の深度と体
積は、間欠的な接触条件ＩＣよりも一定の接触条件ＣＣにおいてより大きく、また間欠的
な接触条件ＩＣよりも可変の接触条件ＶＣにおいてより大きかった。
【００５８】
　図６を参照し、本発明の一実施形態において、切除した組織標本５４における病変部８
０のサイズ（面積、深度、および体積）の決定を示す。病変部８０は、表面積８２と体積
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８４を有することを特徴としている。病変部８０の表面積８２と体積８４は、変色した組
織と、変色しなかった組織との間の境界によって決定される病変部の直径を最初に測定す
ることによって決定される。楕円形状の病変部表面において、長径Ａと径Ｂとが測定され
る。その後、切除した組織を、病変部８０の中心軸８６において切り裂く。病変部表面が
楕円形状の場合、長径Ａまたは短径Ｂに沿って切り裂かれる。病変部８０の深度Ｄは、切
り裂かれた組織標本５４において測定される。
【００５９】
　病変部の表面積は、以下のように決定されてもよい。
　面積＝π・（Ａ／２）・（Ｂ／２）　…数（８）。
　病変部の体積は、楕円体の体積の半分として推定されてもよい。
【００６０】
　体積＝１／２・［（４／３）・π・（Ａ／２）・（Ｂ／２）・Ｄ］　…数（９）
　　　＝π／６・Ａ・Ｂ・Ｄ　。
　図７～図９を参照し、本発明の一実施形態において、テスト時に得られた病変部の体積
、深度、面積に、力の時間積分を統合した結果を示す。２０Ｗと４０Ｗと両方の電力供給
において、力の時間積分と、病変部の体積および病変部の深度との間に、略線形の相関性
が見られる。病変部サイズと、シミュレートした心拍数との間、または病変部サイズと収
縮期／拡張期の比との間に識別可能な関係は見られなかった。
【００６１】
　したがって、一実施形態において、本発明の病変部サイズを予測する方法とは、（たと
えば数１～数７に示す代表値の統合によってまたは積によって）アブレーションヘッドの
通電期間に亘る力信号から、力の時間積分を設定すること、ならびに線形相関性による積
分から、病変部サイズの特性（たとえば深度、体積、または面積）を推察することである
。この方法は、データの統計処理を可能にすべく、データポイントの十分な母集団を得る
ことによって、既知の不確かさにおいて信頼できるものにされてもよい。病変部の面積の
推定（図９）は、容易に、等価な直径Ｄｅに変換できる。
【００６２】
　Ｄｅ２＝４・Ａ／π　…数（１０）。
　図１０を参照し、本発明の一実施形態において、力感知用カテーテル接触アブレーショ
ンシステム１２０を示す。このシステム１２０は、力感知用カテーテルアセンブリ１２２
を含み、カテーテルアセンブリ１２２は、データ収集処理装置または制御装置１２４と、
電力源１２６と、注入ポンプ１２８とに作用可能に結合される。カテーテルアセンブリ１
２２は、ハンドル部分１３２を含んでもよく、ハンドル部分１３２は、カテーテル基端部
１３６とカテーテル先端部１３８とを有する細長い軟性カテーテル１３４に作用可能に結
合される。カテーテル先端部１３８は、力センサ１４２を含む。この力センサ１４２は、
接触アブレーションプローブまたはアブレーションヘッド１４４に作用可能に結合されて
おり、アブレーションヘッド１４４にかかる接触力に応じて力信号を出力するように構成
されている。アブレーションヘッド１４４は、電源ケーブル１４６によって電力源１２６
に作用可能に結合した１つ以上の電極を含んでもよい。アブレーションヘッド１４４はま
た、１つ以上の温度センサ１５０を含んでもよい。力センサ１４２と温度センサ１５０と
から得られる信号（がある場合）はまた、計装用ケーブル１５２によって制御装置１２４
に通されてもよい。カテーテルアセンブリ１２２はまた、デジタルメモリ素子１５４を含
んでもよい。デジタルメモリ素子１５４は、力センサ１４２に特有のキャリブレーション
パラメータを保存し、コンピュータケーブル１５６によって制御装置１２４に結合されて
いる。
【００６３】
　制御装置１２４は、Ａ／Ｄ変換器１６０と、力変換モジュールまたは力信号調整装置１
６２と、中央コントローラまたはプロセッサ１６４とを含んでもよく、それらのすべては
インタフェース１６６に作用可能に結合されてもよい。インタフェース１６６は、力感知
用カテーテルアセンブリ１２２からの様々なケーブル１４６，１５２，１５６の接続を含
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んでもよく、力センサ１４２を零にするために、重量リセットまたはゼロリセット６８に
作用可能に結合されてもよい。中央処理装置１６４は、中央処理装置１６４によって実行
されるプログラム命令１７０を含む記憶媒体１６８へのアクセスを含んでもよく、アクセ
スを行なってもよい。中央処理装置１６４はまた、力信号調整装置１６２から得られるデ
ータの制御およびログ記録を行なってもよく、通信ケーブル１７２（たとえばＲＳ－４２
２ケーブル）によってＡ／Ｄ変換器１６０と通信を行なってもよい。一実施形態において
、電力源は、出力コントローラ１７３を備えていてもよい。出力コントローラ１７３は、
電力出力の算出制御を行なうために、制御ライン１７４によって中央処理装置１６４に作
用可能に結合される。中央処理装置１６４はまた、１つ以上のディスプレイ１７６によっ
て、リアルタイム情報を提供してもよい。中央処理装置１６４によって情報がログ記録さ
れる速度は、制限されないが、たとえば約６０Ｈｚである。ディスプレイが更新される速
度は、制限されないが、たとえば約１０Ｈｚである。
【００６４】
　力の感知は、歪みセンサによって、または変形体の移動を感知する距離センサ／変位セ
ンサによって行なわれてもよい。歪みセンサは、一般的な抵抗性歪みセンサ、圧電素子お
よびピエゾ抵抗（ｐｉｅｚｏｒｅｓｉｓｔｉｖｅ）素子、ならびにＭＥＭＳセンサを含む
。距離センサは、容量センサ、誘導センサ、または光センサの技術を有する。たとえばあ
る距離センサは、３つのピックアップコイルの反対側にある１つの磁気エミッタを使用し
て、コイルそれぞれの局所的強度の変化を測定し、したがって人体における歪みを測定す
る。
【００６５】
　一般に力信号調整装置１６２は、感知素子もしくは力センサ１４２の素子を駆動する、
もしくはソースとする装置、および／または力センサ１４２の出力のデジタル化または監
視を行なう装置を含む。たとえば力センサ１４２がホイートストンブリッジ（Ｗｈｅａｔ
ｓｔｏｎｅ　ｂｒｉｄｇｅ）構成の箔型歪みゲージを実施する場合、力信号調整装置１６
２は、励振源と、ホイートストンブリッジの出力の調整と増幅を行なう信号調整器と、Ａ
／Ｄ変換器（図示せず）とを含んでもよい。力信号調整装置１６２はまた、デジタル化し
た出力を工学単位（たとえばニュートン、重量ポンド、またはグラム重量）に変換するフ
ァームウェアを含んでもよい。あるいはデジタル信号は、中央処理装置１６４によって工
学単位に変換されてもよい。
【００６６】
　一実施形態において、力センサ１４２は、１つ以上の光ファイバ歪み要素（たとえば光
ファイバグレーティングまたはファブリペロー共振器）を含む。この実施形態において、
計装用ケーブル１５２は、光ファイバケーブルを含み、力信号調整装置１６２は、光ファ
イバインテロゲータ（たとえばマイクロンオプティクス（ＭｉｃｒｏｎＯｐｔｉｃｓ）社
製のモデル：ＳＭ１２５（ファイバブラッグインテロゲーション用）、フィゾー（ＦＩＳ
Ｏ）社製のモデル：ＦＣＭ（ファブリペローインテロゲーション用））を含む。
【００６７】
　電流検出器１８０は、アブレーションヘッド１４４に流れる電流を検出するために、電
源ケーブル１４６に作用可能に結合されてもよい。電流検出器１８０は、中央処理装置１
６４によって処理されるように、Ａ／Ｄ変換器１６０に作用可能に結合されてもよい。一
実施形態において、電流検出器１８０は、電源ケーブル１４６周囲の導電性コイルを含む
。この導電性コイルは、電源ケーブル１４６を通るＡＣ電流によって生成される磁界に比
例する出力信号である力信号１８２を生成する。
【００６８】
　一実施形態において、ロボットマニピュレータ１８４は、力感知用カテーテルアセンブ
リ１２２に作用可能に結合されてもよい。ロボットマニピュレータ１８４は、ローカルマ
イクロプロセッサコントローラ１８６に、作用可能に結合されてもよい。ローカルマイク
ロプロセッサコントローラ１８６は、ローカルインタフェース１８７から、および／また
は中央処理装置１６４から、ユーザが制御を行なってもよい。あるいはロボットマニピュ
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レータ１８４の制御は、中央処理装置１６４が直接行なってもよく、独立したマイクロプ
ロセッサコントローラと付随するインタフェースとが不要となってもよい。
【００６９】
　機能的には、カテーテル１３４の移動とそれに続くアブレーションヘッド１４４にかか
る反動力の大きさとを制御するために、ロボットマニピュレータ１８４は、ローカルマイ
クロプロセッサコントローラ１８６のコマンドに応答するようにされてもよい。この移動
は、閉ループコントロールスキームにおいて制御したパラメータであってもよく、力セン
サ１４２が測定する力は、フィードバック測定であってもよい。所望の力の設定点、また
は所望の力間隔の設定点は、オペレータによってローカルインタフェース１８７または中
央処理装置１６４を介して、ローカルマイクロプロセッサコントローラ１８６に供給され
てもよい。
【００７０】
　随意により、所望の力または力間隔は、オペレータまたは制御装置１２４が供給する決
定力のあるパラメータから算出されてもよい。たとえば体積が３００ｍｍ３の病変部サイ
ズが、３０Ｗの通電において所望とされる応用を考える。図７から、約１０００ｇ重－ｓ
ｅｃの力と時間の積分は、決定力のあるパラメータであり、このパラメータから所望の力
または力間隔が導出される。その後、アブレーションヘッド１４４の通電期間とともに力
の時間積分が生成される所望の力または力間隔を使用するために、ロボットマニピュレー
タ１８４は通電されてもよい。ロボットマニピュレータ１８４が印加する力は、所望の力
または所望の力の積分において、ローカルマイクロプロセッサコントローラ１８６によっ
て制御されてもよい。一方、力の値と通電時間は、規定した力の時間積分が達成されるま
で、制御装置１２４によって監視される。この処理は、制御装置１２４がアブレーション
ヘッド１４４への電力を止めることによって終了されてもよい。
【００７１】
　図１０Ａを参照し、本発明の一実施形態において、プログラム命令１７０の一例を示す
。この実施形態において、所望の最小サイズと所望の通電とが、それぞれステップＳ１７
０ａ，Ｓ１７０ｂにおいて、たとえばユーザ入力によって最初に設定される。次いで、た
とえばロボットマニピュレータ１８４にコマンドを送信することによって、アブレーショ
ンヘッドは対象組織に接触する（ステップＳ１７０ｃ）。対象組織とアブレーションヘッ
ドの間の接触力の大きさは、ステップＳ１７０ｄにおいて測定され、ステップＳ１７０ｅ
において許容可能な所定の大きさ間隔と比較される（たとえば図１１に示す所望の力間隔
１９８）。接触力が許容可能な大きさ間隔内にない場合、アブレーションヘッドの位置は
、接触力の大きさの増減を行なうように調節され（ステップＳ１７０ｆ）、ステップＳ１
７０ｄを繰返し行なうことによって、接触力の大きさが再び測定される。対象組織とアブ
レーションヘッドの間で測定した接触力がステップＳ１７０ｅにおいて許容可能な大きさ
間隔内となるまで、ステップＳ１７０ｆ，Ｓ１７０ｄ，Ｓ１７０ｅのループが繰返し行な
われる。次いでプログラム命令１７０は、たとえば出力コントローラ１７３によってＲＦ
発電機１２６を制御することによって（たとえば電流または電力の設定点を設定すること
によって）、ステップＳ１７０ｇにおいて所望の通電レベルでアブレーションヘッド１４
４を通電するように、中央処理装置１６４に指示を行なう。
【００７２】
　アブレーションヘッドを通電すると、図１０Ａに示す実施形態は、ステップＳ１７０ｈ
，Ｓ１７０ｉ，Ｓ１７０ｊ，Ｓ１７０ｋを含むループに移行する。このループにおいて、
ステップＳ１７０ｈで接触力の大きさと通電レベルとが測定される。次いで、ステップＳ
１７０ｆにおいてアブレーションヘッドの通電が行なわれるため、力の時間積分（たとえ
ば数１～数７のうちの１つ）は、ステップＳ１７０ｈで取得した力の大きさの測定に基づ
きステップＳ１７０ｉにおいて算出した力×時間の間隔に基づき、病変部サイズが予測さ
れ（ステップＳ１７０ｊ）、次いでステップＳ１７０ｋにおいて、所望の病変部サイズと
の比較が行なわれる。予測した病変部サイズが所望の病変部サイズ以上である場合、ステ
ップＳ１７０ｈ～Ｓ１７０ｋのループは終了する。さもなければ、ステップＳ１７０ｈ，
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Ｓ１７０ｉ，Ｓ１７０ｊ，Ｓ１７０ｋが繰返し行なわれる。ステップＳ１７０ｈ～Ｓ１７
０ｋのループが終了すると、アブレーションヘッドの通電も終了し（ステップＳ１７０ｌ
）、最後の病変部サイズの予測がコンピュータメモリに記録される（ステップＳ１７０ｍ
）。
【００７３】
　図１１を参照し、患者にカテーテル１３４を入れる手術は、患者の首または鼠径部の静
脈から行なわれ、静脈を通して患者の心臓１８８に通されてもよい。カテーテル１３４の
カテーテル先端部１３８は、心臓１８８の心房１９０に入れられてもよく、アブレーショ
ンヘッド１４４は心房１９０の壁に接触する。アブレーションヘッド１４４と心房１９０
の壁とが適切に接触すると、制御装置１２４は力センサ１４２を起源とする有意な力の測
定を登録し、結果はディスプレイ１７６にリアルタイムで提示される。複数のディスプレ
イを使用することによって、複数の位置において、たとえばオペレータのために手術室に
おいて、ならびに助手のために調整室（手術室から離れていることが多い）において、力
の情報を提示することができる。
【００７４】
　その後、所望レベルの力がディスプレイ１７６に提示されるまで、オペレータはカテー
テル１３４のカテーテル先端部１３８の位置を調節する。所望の力レベルに倒達すると、
オペレータは、所望の時間周期の間アブレーションヘッド１４４を通電してもよく、心房
壁に病変部が作成される。オペレータは、この処理を他の位置において繰返し行なって、
心房壁に所望のパターンの病変部（たとえば図１１に示す）を作成してもよい。
【００７５】
　図１２を参照し、本発明の一実施形態において、制御装置１２４が登録した力１９６の
時間トレース１９４を示す。これは所望の力間隔１９８を示す一例であって、これに制限
されない。時間トレース１９４の描写は、ディスプレイ１７６にリアルタイムで表示され
てもよい。力１９６は、心臓１８８の収縮期と拡張期の動きによって、典型的には波状の
性質を有する。ディスプレイ１７６に提示されるデータは、瞬間的な数値、数々のデータ
ポイントを時間平均した数値、時間平均した数値の時間トレース、またはそれらを組合せ
た形式であってもよい。力１９６が所望の力間隔１９８内にある場合、ディスプレイ１７
６におけるデータの提示は、オペレータに通知を行なうように調整されてもよい。たとえ
ば時間トレース１９４上で力の上限１９８ａと力の下限１９８ｂを識別することによって
調整されてもよい。あるいは時間平均した値が時間周期のうちの所望の間隔内にある場合
は、指標を提示することによって調整されてもよい。
【００７６】
　制御装置１２４は、データの取得および表示を行ないつつ、力×時間のパラメータを統
合するように構成されてもよい。中央処理装置１６４は、オペレータがアブレーションヘ
ッド１４４の電源を入れると力の時間積分の統合を開始するように、ならびに力の時間積
分が所定値に到達すると電力源１２６からの電力供給を止めるように構成されてもよい。
一実施形態において、所定値は、切除される心臓の領域またはゾーンに基づいてもよく、
心臓のすべての組織が接触アブレーションに同様に応答するとは限らないことが分かる。
所望の病変部サイズに対応する力の時間積分値を設定する相関性（たとえば図７～図９に
示す）を用いて、所定値は、オペレータが所望とする病変部サイズにも（または、代わり
に病変部サイズに）基づいてもよい。力の時間積分のこのような力学計算によって、より
信頼性のある結果が供給され得る。オペレータは電源を入れさえすればよく、すなわち中
央処理装置１６４が、力の時間積分に基づき電力をいつ止めるべきかを決定する。
【００７７】
　本発明の一実施形態において、中央処理装置１６４は、力センサ１４２によって感知し
た力に基づきアブレーションヘッド１４４に伝達される通電パラメータ（たとえば電力ま
たは電流）を制御するように、プログラムされてもよい。中央処理装置１６４は、力信号
調整装置１６２によって分解される力を監視し、分解した力に対応する所望の通電の大き
さを決定してもよい。次いで中央処理装置１６４は、パワーコントローラ１７３を用いて
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、電力源１２６の出力（たとえばＡまたはＷ）を制御してもよい。
【００７８】
　電力源１２６の制御は、開ループであっても閉ループであってもよい。開ループの構成
において、電力源１２６の設定（たとえば電圧または電流）によって、許容可能な不確か
さに対して既知の出力（たとえば電流または電力）が生成されるように、電力源１２６は
キャリブレーション調整されてもよい。閉ループの構成においては、電流センサ１８０の
出力信号である力信号１８２を用いて、フィードバックパラメータを供給してもよい。電
流センサ１８０の出力信号である力信号１８２は、生じた電流の不安定さを、たとえば間
欠的な接触によって緩和するように調整されてもよい。公称接触力として望ましい電力ま
たは電流のレベルの決定は、数学関数によって、または中央処理装置１６４のメモリに保
存したルックアップテーブルによって実行されてもよい。一実施形態において、制御した
電流のレベルは、０．２アンペアよりも大きくてもよい。別の実施形態において、エネル
ギ伝達は、電流のレベルが２アンペアを越えないように調整されてもよい。
【００７９】
　機能的には、接触力に基づき通電パラメータの大きさを制御することによって、スチー
ムポップ発生を防止または削減できる。力と通電の関係は、この目的に合わせて調整され
てもよい。スチームポップの可能性が削減されるように、および／または生じるスチーム
ポップが心穿孔を起こすほど重度にならないように、所与の力に対して指示した電力を選
択することができる。
【００８０】
　通電パラメータの大きさの時変は、力の時間積分技術の使用を不可能にするものではな
いことに留意されたい。図７～図９のキャリブレーションは、２０Ｗと４０Ｗの一定電力
レベルで行なわれるが、可変の力の時間積分と病変部サイズとの一次関係は、２つの関数
間における線形補間または線形外挿が信頼性のあることを示唆している。したがって、キ
ャリブレーションデータ（たとえば図７と図８に示す）は、力の時間積分とアブレーショ
ン電力との両方の関数として、病変部サイズを供給するように操作されてもよい。
【００８１】
　本明細書に示すデータ（すなわち病変部サイズ対力の時間積分、および電力）は線形補
間の基礎をなし得るが、本発明はこれらのパラメータの線形補間に制限されないことに留
意されたい。たとえば他の通電パラメータレベル（２５Ｗ、３０Ｗ、および／または３５
Ｗなど）における追加の関数によって、通電パラメータレベル間においてより高次の補間
の基準が供給される。
【００８２】
　代替実施形態において、制御装置１２４は、代りに電力源１２６の通電パラメータを測
定して、その測定に基づき、標的へのオペレータの所望の力レベルを設定してもよい。電
力調節した所望の力レベルは、時間トレースにおける間隔として、またはそれらの両方と
して、数値的にディスプレイ１７６に表示されてもよい。
【００８３】
　別の実施形態において、病変部サイズの推定は、所与の接触状態（ＣＣ、ＶＣ、または
ＩＣ）で費やされた時間に基づいてもよい。たとえば力の測定は、接触条件において一度
行なえ、接触間隔にわたり一定であると仮定される。接触時間の決定は、別の方法で（た
とえば心電図（ＥＫＧ）によって）行ってもよく、低解像度の力の時間積分値になるよう
に力を掛け合わせてもよい。このような方法おいて、限られた数の測定のみが必要となり
、力の測定の時間分解能条件が下げられる。
【００８４】
　図１３を参照し、カテーテル接触アブレーションシステム１２０の一実施形態における
中央処理装置１６４は、病院情報システム（ＨＩＳ）２００に接続されてもよい。病院情
報システム２００は複数のアプリケーションサーバ２０２と、医療記録および医療手術デ
ータの保存および実行が行なわれるデータベースシステム２０４とを含んでもよい。した
がって、この実施形態において、医療記録履歴の情報部分を作成するために、中央処理装
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置１６４は病院情報システム２００に、アブレーション処置における病変部の特性化およ
び映像化に関する情報を伝えてもよい。様々な実施形態において、病変部情報を特性化お
よび映像化したものは、様々なコンピュータ装置（たとえばハンドヘルド携帯機器２０６
、ラップトップコンピュータまたはネットトップコンピュータ２０８、およびデスクトッ
プワークステーション２１０）を用いて後に閲覧されてもよい。病変部情報を特性化およ
び映像化したものは、ハードウェアまたはコンピュータ実行可能なソフトウェアで実施さ
れる閲覧機能を使用する任意の装置で閲覧され得ることを、本技術分野における当業者に
は理解されたい。
【００８５】
　図１４を参照し、本発明の一実施形態による臓器の３次元仮想モデルを示す。これらの
実施形態において、３次元仮想モデルは、患者の心臓２６０の仮想モデルである。上記の
とおり、心臓２６０の高解像度３次元モデルは、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）およびコンピ
ュータ断層撮影法（ＣＴ）など様々な処置を使用して作成されてもよい。ＭＲＩスキャン
またはＣＴスキャンは、地理座標システムにマッピングまたは溶融される。したがって、
マッピング処置の後、オペレータは患者の心臓の高解像度３次元仮想モデル２６０を有す
る。３次元仮想モデル２６０は病院情報システム２００に通信され、病院情報システム２
００に保存されて、患者の医療記録の一部になってもよい。
【００８６】
　或る実施形態において、位置を感知可能な病変部の特性化および映像化を行なうために
、３次元仮想モデル２６０は、位置を認識した力感知用カテーテルと併せて使用される。
様々な実施形態において、心臓腔内におけるカテーテルの位置を推定するために、力感知
用カテーテルは、磁気センサまたは電気センサを使用する。たとえば患者の心臓内におけ
るカテーテルの位置を追跡するために、患者に置かれた電極パッチは、力感知用ＥＰカテ
ーテルとインタフェースをとる。次いでこの位置は、リアルタイムまたはほぼリアルタイ
ムのカテーテル位置情報をオペレータに供給するために、３次元仮想モデル２６０にマッ
ピングされてもよい。
【００８７】
　図１５～図１８を参照し、本発明の様々な実施形態による病変部の特性化および映像化
を示す。様々な実施形態において、アブレーション処置時にオペレータは、力感知用カテ
ーテル１３４を関心のある位置に案内する。カテーテル１３４のカテーテル先端部１３８
を、心臓の心房に入れてもよい。接触アブレーションプローブ１４４は心房の壁に接触し
てもよい。これによってデータ収集処理装置１２４は、力センサ１４２を起源とし、且つ
ディスプレイ１７６にリアルタイムで表示される有意な力の測定を登録する。その後、所
望レベルの力がディスプレイ１７６に提示されるまで、オペレータはカテーテル１３４の
カテーテル先端部１３８の位置を調節する。所望の力のレベルに到達すると、オペレータ
は、所望の時間周期の間、接触アブレーションプローブ１４４を通電してもよく、心房壁
に病変部が作成される。オペレータは、この処理を他の位置において繰返し行なって、心
房壁に所望のパターンの病変部を作成してもよい。様々な実施形態において、印加エネル
ギの力のレベル、温度、および時間周期は、データ収集処理装置１２４によって記録され
る。
【００８８】
　データ収集処理装置１２４がデータの取得および表示を行なう間、システムは、映像化
情報のコンパイル、特性化、および生成を行なってもよい。オペレータが接触アブレーシ
ョンプローブ１４４の電源を繰返し入れる度に、中央処理装置１６４は、病変部情報のコ
ンパイル、特性化、および映像化を行なうように構成されてもよい。その後、中央処理装
置１６４は、算出した病変部情報を３次元仮想モデル２６０上に重ねてもよい。
【００８９】
　様々な実施形態において、データ収集処理装置の１２４は、アブレーション処置時に生
成される病変部の特性化および映像化を行なう。様々な実施形態において、病変部情報の
特性化および映像化を行なうために、データ収集処理装置１２４は、測定基準に関する情
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報（たとえば接触、接触力、電力、温度、電気インピーダンス、力の時間積分、またはそ
れらの組合せ）を使用してもよい。またデータ収集処理装置１２４は、それぞれのアブレ
ーションサイトにおいて影響を受けた組織の面積、深度、および体積を推定し、これらの
推定を描写する異なる映像化を用いてもよい。
【００９０】
　幾つかの実施形態において、データ収集処理装置１２４は、病変部の範囲を更に特性化
するために、種々の大きさを用いてもよい。たとえば様々な実施形態において、データ収
集処理装置１２４は、測定基準（たとえば力、時間、温度、電力、電気インピーダンス、
または力の時間積分）の高い大きさ２８０、中間の大きさ２８２、および低い大きさ２８
４を用いて、推定した病変部特性を３次元仮想モデル２６０上に重ねる。具体的には、一
実施形態は、高い大きさ２８０、中間の大きさ２８２、低い大きさ２８４として、それぞ
れ高い力（２０ｇ越）、中間の力（１０ｇ～２０ｇ）、および低い力（１０ｇ未満）を使
用して作成される病変部を特性化する。様々な実施形態において、それぞれの大きさレベ
ルの映像化は異なる（たとえばそれぞれの位置においてそれぞれの閾値レベルの病変部同
士を区別するために、面積、色、ストローク、不透明度、または充填パターンは異なる）
。またこの映像化は、映像化によって定義した領域２９０もしくは視覚効果２９２によっ
てそれぞれの病変部を表わしてもよく、あるいは範囲と大きさのレベル全体を視覚的に表
示するために、それぞれの病変部の位置の境界を融合させてもよい（図５と図６に示す）
。他の実施形態において、映像化は、別個の視覚効果を用いてそれぞれの測定基準の大き
さレベルを表わしてもよい。たとえば或る実施形態において、力の時間積分の大きさを領
域によって表わしてもよく、温度の大きさを色によって表わす。測定基準を種々の大きさ
に区別することは本開示によって制限されないことを、本技術分野における当業者には理
解されたい。したがって、或る実施形態において、測定基準は３つ未満の大きさに体系化
され、他の実施形態において、測定基準は少なくとも３つの大きさに体系化される。また
様々な実施形態において、測定基準を各種大きさで描写することは、システム設定を用い
て、または測定基準の描写を変更可能にする優先度に基づく手術（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
ｓ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）を用いて変更されてもよいことを、本技術分野における当業者
には理解されたい。
【００９１】
　様々な実施形態において、映像化は、それぞれの大きさレベルの病変部の更なる病理分
析結果に一致するように、変更されてもよい。たとえば或る実施形態において、患者の心
臓組織における病変部の身体的な兆候をよりよく反映するために、高い大きさ２８０と中
間の大きさ２８２を映像化したものは、アスペクト比（短径に対する長径の比）が異なる
楕円であってもよい。このように患者の心臓における病変部の領域および範囲の推定がオ
ペレータに供給される。また様々な実施形態において、データ収集処理装置１２４は、視
覚的な履歴（たとえば更なる病変部サイトに関する決定を行なうための処置、または患者
の治療に影響する処置を、時間の経過にしたがって映像化したもの）を、オペレータに供
給してもよい。
【００９２】
　一実施形態において、予測した病変部サイズを映像化したもの（たとえばドット）を重
ねるために、力の時間積分が使用される。この実施形態において、力の大きさまたは時間
の大きさは、映像化したドットの直径に比例的に影響する。別の実施形態において、力、
時間、および電力の積分は、病変部サイズを予測するのに使用される。様々な実施形態に
おいて、カラーコードは、推定した病変部サイズをマークするために使用される。たとえ
ば小さな病変部には黄色が用いられ、大きな病変部には赤色が用いられる。更に別の実施
形態において、映像化したドットの直径は、推定した病変部の面積を表わし、映像化した
ドットの色は、推定した病変部の深度を表わす。
【００９３】
　図１９と図２０を参照し、本発明の一実施形態による映像化の例を示す。この映像化は
、心臓組織の病変部のマッピングを行なうために、力感知用カテーテルによって供給され
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る接触情報を用いるものである。様々な実施形態において、データ収集処理装置１２４は
、力感知用カテーテルのそれぞれの接触点３００を映像化したものを、３次元仮想モデル
２６０上に重ねる。一実施形態において、映像化したそれぞれの接触点は、アブレーショ
ン処置時における約１秒の接触を表わす。別の実施形態において、映像化したもの（たと
えばドット）は、力の時間積分に依存する割合で重ねられる。関連する実施形態において
、映像化したドットは、力と時間と電力に依存する割合で重ねられる。したがって、これ
らの実施形態において、３次元仮想モデルの領域は、映像化したより高い密度のドットを
有し、病変部サイズはより拡張されると考えられる。或る実施形態において、この映像化
したドット密度は、エネルギが臓器のうちのある領域にどのように伝達したかを表わす。
このようにして、データ収集処理装置１２４は、病変部の位置およびアブレーション処置
についてのオペレータの決定に影響し得るアブレーション時に、接触の持続期間および範
囲が最も高い臓器組織をグラフ表示してもよい。
【００９４】
　図２１と図２２を参照し、本発明の一実施形態による、心臓組織の病変部をマッピング
するために接触と組合せた、力を映像化したものを示す。様々な実施形態において、デー
タ収集処理装置１２４は、力感知用カテーテルの力３０２と組合せた、それぞれの接触点
を映像化したものを３次元仮想モデル２６０上に重ねる。一実施形態において、映像化し
たそれぞれの接触点の直径は、接触に用いられた力の量に基づき異なる。たとえば低い力
を用いて作成される接触点は、小さな直径を映像化したものであり、大量の力を用いて作
成した接触点の直径は大きい。他の実施形態において、直径は他の測定基準（たとえば力
の時間積分）に応じて異なってもよい。このようにデータ収集処理装置１２４は、アブレ
ーション時の接触の持続期間、力、および範囲が最も大きい心臓組織を、付加的にグラフ
表示してもよい。
【００９５】
　別の実施形態において、病変部の直径は、力の時間積分技術によって予測されるように
、予測した病変部サイズの実際の面積を表わしてもよい。この面積は等価の直径に変換さ
れてもよく、この直径は、モデルにおいて病変部の直径を比例的に真に推定できるように
、増減されてもよい。
【００９６】
　様々な実施形態において、３次元仮想モデル２６０上に心臓組織の病変部をマッピング
するために、電力を接触および力と組合せてもよい。この実施形態において、データ収集
処理装置１２４は、力感知用カテーテルの力および電力と組合せた、それぞれの接触点を
映像化したものを、３次元仮想モデル２６０上に重ねる。一実施形態において、映像化し
たそれぞれの接触点の直径は、接触に用いる力と電力の量に基づき異なる。一実施形態に
おいて、映像化した接触点は、接触に用いた電力の量に基づき、異なる楕円率を示しても
よい。たとえば低い力と低い電力を用いて作成した接触点は、小さな領域を映像化したも
のとなり、主に円形となる。一方、大量の力と大量の電力を用いて作成した接触点は、直
径が大きくほぼ楕円となる。他の実施形態において、病変部の推定に使用されるそれぞれ
の測定基準が表わすために、追加の視覚効果が用いられる。たとえば時間の大きさは充填
パターンによって表わしてもよく、電力は色によって、力は不透明度によって表わしても
よい。このようにして、データ収集処理装置１２４は、アブレーション時の接触の持続期
間、力、電力、および範囲が最も大きい心臓組織を、付加的にグラフ表示してもよい。
【００９７】
　更に別の実施形態において、第１測定基準は異なる直径で表わしてもよく、第２測定基
準は異なる色または暗度によって表わす。たとえば力の時間積分の大きさは、図１１に示
すように接触点の直径で表わしてもよく、電力レベルは、接触点の色または暗度で表わす
（たとえば低電力には薄い灰色、中間の電力には中間の灰色、高い電力には黒色とする）
。したがって、様々な実施形態において、病変部の映像化に用いるそれぞれの測定基準は
、異なる視覚効果で表わされ、その位置における測定基準の大きさの指標がオペレータに
供給される。
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【００９８】
　様々な実施形態において、力－接触密度の組合せの映像化、または力－電力－接触密度
の組合せの映像化によって、オペレータは組織損傷（たとえば穿孔３０４）について信頼
性のある決定を行なえる。これらの実施形態において、接触点における力または力と電力
の組合せによって、データ収集処理装置１２４は、組織損傷（たとえば穿孔）となる可能
性が高い組織領域を特性化することができる。このようにして、これらの実施形態は、見
込まれる複雑な処置を初期に指標としてオペレータに示し、必要があれば是正措置を可能
にする。また力または力と電力を用いることによって、カテーテル接触情報のみを用いる
場合には見られない組織損傷の予測が可能になる。したがって、組織損傷を決定するため
に力または力と電力を映像化することは、アブレーション処置の結果、見込まれる身体的
な兆候を判別するのに有用である。
【００９９】
　他の実施形態において、接触密度と組合せた力の映像化、または接触密度と組合せた力
と電力の映像化によって、アブレーション処置に耐性のある浮腫または組織の位置の推定
をオペレータに供給してもよい。これらの実施形態において、データ収集処理装置１２４
は、接触、力、または電力が病変部の生成に不十分であったと決定してもよく、その点を
見込まれる浮腫または抵抗の領域として識別してもよい。様々な実施形態において、これ
らの領域は、異なる視覚効果（たとえば異なる色、ストローク、または勾配）を用いて映
像化されてもよい。
【０１００】
　更に別の実施形態において、接触密度と組合せた力の映像化、または接触密度と組合せ
た力と電力の映像化によって、隔離ラインの間隙の位置の推定をオペレータに供給しても
よい。これらの実施形態において、データ収集処理装置１２４は、接触、力、または電力
は電気的隔離に不十分だったと決定してもよく、その点を見込まれる隔離間隙の領域とし
て識別してもよい。様々な実施形態において、これらの領域は、様々な視覚効果（たとえ
ば様々な色、ストローク、または勾配）を用いて映像化されてもよい。
【０１０１】
　図２３を参照し、３次元仮想モデル１６０の断面３２０を示す。様々な実施形態におい
て、３次元仮想モデル１６０は、特性化および映像化が行なわれた病変部の様々な表示（
たとえば病変部の深度、および病変部の体積の想定される形状に基づく断面）を検査する
ために、断面にされてもよい。たとえば病変部の体積は、半球または半楕円の病変部と仮
定されてもよい。予測した病変部の深度と体積とした場合、病変部断面の境界が推定され
てもよい。したがって、オペレータは、３次元仮想モデル１６０の断面表示を用いること
によって、映像化した病変部の推定した深度を観察してもよい。
【０１０２】
　関連する実施形態において、データ収集処理装置１２４は、全層性病変部の推定を行な
ってもよい。したがって、全層性病変部の可能性の映像化は、追加の視覚効果を用いて表
わされてもよい。たとえば視覚効果（たとえば色、色調、または透明度）は、ある位置に
おける全層性病変部の可能性について、その大きさの映像化を表わすのに使用されてもよ
く、接触点の直径は、力の時間積分の大きさを表わす。
【０１０３】
　図２４を参照して、一実施形態による映像化ユーザインターフェース３４０を示す。映
像化ユーザインターフェース３４０は、３次元モデル表示枠３４２、制御枠３４４、およ
び情報枠３４６を有してもよい。３次元モデルの表示枠は、マウス、キーボード、ジョイ
スティック、または同様のユーザインタラクション装置を用いて操作してもよい。このよ
うにして、心臓のすべての領域の病変部を映像化するために、オペレータはＸ平面、Ｙ平
面、Ｚ平面における３次元仮想モデルを操作できる。また３次元モデル表示枠は、スライ
ス操作を選択することによって、またはズーム制御を用いて組織にズームインすることに
よって、心臓組織の断面を表示することが可能であってもよい。制御枠３４４は、複数の
オプションメニューまたはオプションボタン３４８を有してもよく、本明細書に記載のよ
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うに、オペレータは様々な映像化オプションを選択してもよい。制御枠３４４は設定可能
であり、動作制御部の配置、サイズ、および数の修正に対応する。情報枠３４６は、選択
した映像化３５２において、患者３５０に関する情報をオペレータに供給してもよい。ま
たこの情報枠は、オペレータが病変部の映像化によって３次元仮想地図の領域をカーソル
でハイライトする場合、病変部枠３５４のそれぞれの映像化に関する情報をオペレータに
供給してもよい。情報枠３４６は設定可能であり、表示される情報の配置、サイズ、およ
びコンテンツの修正に対応する。
【０１０４】
　図２５と図２６を参照し、本発明の一実施形態による病変部の特性化および映像化を行
なう方法を示す。まず、身体臓器の３次元モデル（たとえば心臓）をＭＲＩスキャン、Ｃ
Ｔスキャン、ソノグラムを用いて作成し、電気インパルスまたは磁気インパルスが生成さ
れる（Ｓ４００）。次いで、臓器の３次元仮想モデルが座標系にマッピングされ、したが
って指向座標を３次元仮想モデルと融合する（Ｓ４０２）。次いで、融合した３次元モデ
ルは、メモリに保存される（Ｓ４０４）。或る実施形態において、融合した３次元モデル
は病院情報システム２００に保存され、患者の病歴とリンクされる。他の実施形態におい
て、融合したモデルは、アブレーション処置時に使用するために、データ収集処理装置の
１２４においてのみ使用される。アブレーション処置の間、接触感知式アブレーションカ
テーテルの位置と測定可能な変数とが記録される（Ｓ４０６）。
【０１０５】
　或る実施形態において、測定可能な変数には、時間、温度、力、電力、接触、電気イン
ピーダンス、および位置が含まれる。次いでカテーテルの測定位置は、保存した３次元モ
デル上にマッピングされる（Ｓ４０８）。融合した３次元モデルは、処置の開始前に、病
院情報システム２００からデータ収集処理装置１２４に転送されてもよい。他の実施形態
において、融合した３次元モデルは、データ収集処理装置１２４に存在する。次に、デー
タ収集処理装置１２４は、現在のカテーテル位置における病変部について、測定した変数
を分析する（Ｓ４１０）。或る実施形態において、データ収集処理装置１２４は、測定し
た変数に基づき、時間－力の積分を推定する。次いでデータ収集処理装置１２４は、前記
位置の病変部のパラメータを算出する。様々な実施形態において、パラメータには、前記
位置の病変部の面積、深度、体積、またはそれらの組合せが含まれてもよい（Ｓ４１２）
。他の実施形態において、データ収集処理装置１２４はまた、前記位置の病変部について
算出したパラメータの映像化に用いられる視覚効果を算出する。視覚効果は、様々な色、
ストローク、または勾配の充填効果を含んでもよい。次いでデータ収集処理装置１２４は
、前記位置の病変部について算出したパラメータを、３次元モデル４１４上に描画する。
或る実施形態において、抵抗性組織のパラメータを算出する追加ステップが実行される（
Ｓ４１６）。次いでデータ収集処理装置１２４は、病変部、抵抗性組織、またはそれらの
組合せを３次元モデル上に描画する（Ｓ４１８）。この実施形態において、抵抗性組織の
映像化は、病変部情報を映像化するのに用いられる効果とは大きく異なる視覚効果を使用
する。
【０１０６】
　本明細書に開示する特徴および方法はそれぞれ、改善された装置、システム、ならびに
このような装置およびシステムを製造または使用するための方法を提供すべく、別個に使
用されてもよく、あるいは他の特徴および方法と併せて使用されてもよい。したがって、
本明細書に開示する特徴および方法の組合せは、本発明をその最も広い意味において実施
するのに必要でなくてもよく、代りに、本発明の代表的な実施形態について特に記載する
ために開示されている。



(29) JP 5786108 B2 2015.9.30

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(30) JP 5786108 B2 2015.9.30

【図１０Ａ】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(31) JP 5786108 B2 2015.9.30

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】 【図２４】



(32) JP 5786108 B2 2015.9.30

【図２５】

【図２６】



(33) JP 5786108 B2 2015.9.30

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ａ６１Ｂ    6/03     ３６０Ｇ        　　　　　
   　　　　                                Ａ６１Ｂ    6/03     ３７０Ｚ        　　　　　

(72)発明者  ディペン　シャー
            スイス国　ＣＨ－１２１１　ジュネーブ　リュ　ミシェリ－デュ－クレスト　２４　ユニバーシテ
            ィ　ホスピタル　ジュネーブ　内
(72)発明者  ヘンドリク　ランベール
            スイス国　ＣＨ－１２１７　ジュネーブ　メイラン　１２１７　シュマン　デュ　グラン－ピュイ
            　４２　エンドーセンス　エスアー　内

    審査官  宮崎　敏長

(56)参考文献  特開２００５－１９９０７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０９０１１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５１３２７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００７／００６０８４７（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　１８／１２　　　　　　　－　Ａ６１Ｂ　　１８／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

