
JP 5237297 B2 2013.7.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医師によって使用される装置であって、
　不整脈症状を含む固有の電気心臓信号を検知するように構成された固有の電気心臓信号
検知回路と、
　前記検知回路に接続され、前記不整脈症状から選択された候補不整脈脈動の脱分極形態
情報を格納するように構成される脱分極形態格納回路と、
　前記脱分極形態格納回路に接続された処理回路と、
を備える装置であって、
　前記処理回路は、
　　公知の不整脈型を代表する不整脈脈動形態テンプレートを形成するために用いられる
前記候補不整脈脈動のうちの少なくとも一つを選択するように構成される候補不整脈脈動
選択回路であって、前記候補不整脈脈動のうちの少なくとも一つは、候補不整脈脈動の心
臓循環間隔、脈動振幅、及び心拍数のうちの少なくとも一つと前記不整脈症状から選択さ
れた少なくとももう一つの候補不整脈脈動の心臓循環間隔、脈動振幅、及び心拍数のうち
の少なくとも一つとを比較することによって得られた類似性を判断することによって選択
され、前記公知の不整脈型は、表示パネルに表示された前記不整脈症状の脱分極波形を見
た前記医師によって前記不整脈症状の医師分類として分類されることと、
　　前記選択された候補不整脈脈動のうちの少なくとも二つの脱分極形態情報を結合する
ことによって前記不整脈脈動形態テンプレートを形成するように構成される脈動形態集束
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回路と、
　　前記不整脈症状の前記医師分類を用いて前記不整脈症状を選択するように構成される
不整脈症状選択回路と、を含む
　前記装置。
【請求項２】
　前記処理回路は、発症後脈動の脱分極形態情報と不整脈脈動形態テンプレートとの間の
類似性の表示を判定するように構成される脈動形態比較回路を含み、
　前記脈動形態比較回路は、前記発症後脈動を前記判定された類似性の機能として分類す
べく設けられる、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理回路は、前記不整脈症状の前記医師分類を用いて前記不整脈症状選択回路によ
って選択された前記不整脈症状の不整脈型の自動分類を形成するように設けられる自動不
整脈分類回路を含み、該自動不整脈分類回路は前記不整脈症状選択回路と脈動形態集束回
路とによって用いられるべき前記少なくとも一つの不整脈症状を選択するか否かの判定に
おいて、前記医師分類を前記自動分類と比較すべく構成される、請求項１または２に記載
の装置。
【請求項４】
　前記処理回路は、前記症状を代表する不整脈脈動形態テンプレートの形成において、前
記候補不整脈脈動として用いられるべき一つ以上の特定脈動を前記不整脈症状内において
事前に選択すべく設けられた事前選択回路を含む、請求項１～３のうちのいずれか一項に
記載の装置。
【請求項５】
　前記事前選択回路は、前記不整脈症状の開始に関連する一つ以上の脈動を選択すべく構
成される、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記事前選択回路は、正常洞調律（ＮＳＲ）形態から形態的に異なっていると判断され
る一つ以上の脈動を選択すべく構成される、
請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　前記脈動形態集束回路は、前記不整脈脈動形態テンプレートの形成において用いられる
べき少なくとも二つの不整脈症状を順序付けるべく構成される、請求項１～６のうちのい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記順序付けることは、前記不整脈脈動形態テンプレートの前記形成において、前記少
なくとも二つの不整脈症状を優先付けすることを備え、前記優先付けは、発生時刻、診断
的分類、症状起源、及び平均心拍数のうちの少なくとも一つを用いる、請求項７に記載の
装置。
【請求項９】
　前記脈動形態集束回路は、少なくとも一つの不整脈症状において、前記不整脈脈動形態
テンプレートを、不整脈脈動の脱分極形態情報と比較することによって、前記不整脈脈動
形態テンプレートの有効性を確認すべく設けられる、請求項１～６のうちのいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１０】
　前記脈動形態集束回路は、前記不整脈脈動形態テンプレート内の脈動同士を比較するこ
とによって、前記不整脈脈動形態テンプレートの有効性を確認すべく設けられる、請求項
９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記脈動形態集束回路は、少なくとも一つの外れ値を前記不整脈脈動から削除した後の
不整脈脈動の脱分極形態情報を用いて前記不整脈脈動形態テンプレートを再形成すべく設
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けられる、請求項１～９のうちのいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記脈動形態集束回路は、次の不整脈脈動の脱分極形態情報を用いて前記不整脈脈動形
態テンプレートを再形成すべく設けられる、請求項１～９のうちのいずれか一項に記載の
装置。
【請求項１３】
　前記候補不整脈脈動選択回路は、前記不整脈症状を代表する前記不整脈脈動形態テンプ
レートを形成するために用いられる前記候補不整脈脈動のうちの少なくとも一つを選択す
べく構成され、前記選択は、前記不整脈症状の前記医師分類を用いることと、候補不整脈
脈動の心拍数を用いることとを含む、請求項１～１２のうちのいずれか一項に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に参考までに援用されている２００６年１２月８日に出願された米国特許出願
番号第１１／６０８，４１１に対する優先権の恩典をここに請求するものである。
　本明細書は概して心調律管理（ＣＲＭ）システムに関し、制限的なものではないが、特
に異なる心調律を判別するための一つ以上のテンプレートを形成すべく心調律管理システ
ム及び以前の頻脈性不整脈症状についての情報を用いる心調律管理システム及び方法に関
する。
【０００２】
　適切に機能する場合、人間の心臓はそれ自身の固有の調律を維持する。その洞房結節は
、心房を脱分極する固有の電気心臓信号を生成する。このような心房脱分極は、心房心収
縮を引き起こす。その房室結節は、その後、心室を脱分極すべく、固有の心臓信号を伝え
る。このような心室脱分極は心室心収縮を引き起こす。これらの固有の心臓信号は、患者
の皮膚上に設置された電極、または患者の体内に埋め込まれた電極（例えば、「心電図信
号」）から得られた体表面心電図（例えば、「体表面ＥＣＧ信号」）上で検知される。前
記表面ＥＣＧ及び心電図波形は、一般的に、心房脱分極（「Ｐ波」）に関連する人工物及
び心室脱分極（「ＱＲＳ複合」）に関連する人工産物を含む。
【０００３】
　人々が、不整脈または心収縮の弱い空間整合としての、不規則な心調律を有する場合、
低下した血液循環に至る場合もある。このような人々のために、これらの状態を改善すべ
く心調律管理（ＣＲＭ）システムが用いられる場合がある。ＣＲＭシステムは、他の物の
うち、ペースパルスと呼ばれる低エネルギ電気刺激の時間連続を心臓に送るペースメーカ
を含む。ペースパルス送達のタイミングを適切に計ることによって、心臓は、適切な調律
で収縮すべく促され、血液循環効率を改善する。ＣＲＭシステムの他の型は、より高い電
気刺激を心臓に送達可能な除細動器を含む。このような除細動器は、そのような電気刺激
の送達を検知された固有の心臓活動信号に同期させるカルディオバータを含む。除細動器
は、典型的には頻脈によって特徴付けられる異常心調律を含む頻脈性不整脈の患者の治療
にしばしば用いられる。頻脈性不整脈は、一般的に、心房性頻脈性不整脈（ＡＴ）及び心
室性頻脈性不整脈（ＶＴ）のような上室性頻脈性不整脈（ＳＶＴ）を含む。頻脈性不整脈
はまた、異常心調律によって特徴付けられる心室細動（ＶＦ）のような細動を含む。
【０００４】
　正常な心臓において、心臓の主な天然のペースメーカである洞房結節は、活動電位と呼
ばれる電気インパルスを生成する。活動電位は、心筋組織を興奮させるべく、電気導電シ
ステムを介して心房に伝播し、その後心臓の心室に伝播する。心房及び心室は、効率的な
血液循環をもたらすべく、正常には心房心室連続において収縮するとともに同調する。Ｖ
Ｔは、典型的には、電気インパルスが病理的に形成された心室内の自立導電ループに沿っ
て伝播する場合、または心室の天然のペースメーカが洞房結節から心拍数の制御を奪う場
合に起こる。心房及び心室の前記収縮がＶＴ中に解離する場合、心室はそれらが血液によ
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って適切に満たされる前に収縮して、体を通過する血流を低下させるかもしれない。この
状態は、脳に十分な酸素が供給されていない場合に、致命的になり得る。
【０００５】
　カルディオバージョン及び除細動は、ＡＴ，ＶＴ及びＶＦを含むほとんどの頻脈性不整
脈を停止させるために用いられる。埋め込み型除細動器（ＩＣＤ）は、心筋全体を同時に
脱分極するとともに難治性にすることにより、検知された頻脈性不整脈症状を停止させる
べく、電気ショックを送るＣＲＭ装置である。頻脈性不整脈用の電気的治療の他の型は、
抗頻脈性不整脈ペーシング（ＡＴＰ）である。ＡＴＰにおいて、心臓は、頻脈性不整脈を
引き起こす、リエントリーループを中断する活動において、競合的にペース付けられる。
ＩＣＤは、ＡＴＰ及び除細動機能を含み、したがって非細動ＶＴが検知された場合にＡＴ
Ｐは心臓に送られ、一方、ＶＦが起こる場合に同時に除細動衝撃が送られる。
【０００６】
　頻脈性不整脈を停止させることにおけるカルディオバージョン、除細動、及びＡＴＰの
効果は、頻脈性不整脈の型、起源に依存する。非致命的な頻脈性不整脈の発症中に送られ
た不要な衝撃は、患者の実質的な苦痛を引き起こすとともに、ＩＣＤの寿命を減少させ、
同時に少しの利益がある患者、または利益がない患者を提供する。他方、致命的な頻脈性
不整脈の発症中には、不適切に公表されない必要な治療は、死を含む不可逆的有害を引き
起こす結果になるかもしれない。
【０００７】
　心臓脱分極形態テンプレートは、検知された心臓信号を以前に格納された形態テンプレ
ートと比較することにより、適切な治療を効果的に送達することを許容することができる
。これら及び他の理由のため、例えばＳＶＴとＶＴとを区別するような、一つ以上の形態
テンプレートを構築または用いる改善された技術の必要性がある。
【０００８】
　かなりの割合の不適切なショックは、心拍異常として知られる状態と関係する。心拍異
常の患者は、ＳＶＴ（例えば、心拍依存性脚ブロック）中に伝導路における変化を受ける
。このことは、形態学に基づく頻脈性不整脈区別技術を妨げる。心拍異常に対処する一つ
の方法は、患者の以前の頻脈性不整脈症状またはＳＶＴ／ＶＴ区別を改善する症状に関す
る情報を用いることである。このことが、患者の後々の頻脈性不整脈症状に応じて適用さ
れるべき治療を適切に選択することを促進させる。
【０００９】
　例１において、方法は、固有の電気心臓信号を監視することと、前記固有の電気心臓信
号の不整脈症状における候補不整脈脈動のための脱分極形態情報を導き出すことと、前記
症状を代表する不整脈脈動形態テンプレートの形成において用いられる候補不整脈脈動の
うちの少なくとも一つを選択することであって、前記選択は、候補不整脈脈動の脈動形態
、心臓循環間隔、脈動振幅、及び心拍領域分類のうちの少なくとも一つを、前記不整脈症
状から選択された少なくとももう一つの候補不整脈脈動の脈動形態、心臓循環間隔、脈動
振幅、及び心拍領域分類についての各情報と比較することによって得られた情報を用いる
ことを含むことと、前記選択された候補不整脈脈動のうちの少なくとも一つの脱分極形態
情報から前記不整脈脈動形態テンプレートを形成することと、を含む。
【００１０】
　例２において、例１の方法は付加的に、発症後脈動の脱分極形態情報と不整脈脈動形態
テンプレートとの間の類似性を判定することと、前記発症後脈動を前記判定された類似性
の機能として分類することと、を含む。
【００１１】
　例３において、例１または例２の少なくとも一方の方法は付加的に、少なくとも一つの
前記候補不整脈脈動の前記選択のために用いられるべき少なくとも一つの不整脈症状を選
択することと、前記不整脈脈動形態テンプレートを形成することであって、前記少なくと
も一つの不整脈症状を選択することは前記不整脈症状の不整脈型の医師分類を用いること
を含むことと、を含む。
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【００１２】
　例４において、例１～３の少なくとも一つの方法は付加的に、前記不整脈症状の不整脈
型の自動分類を実行することと、前記不整脈症状の前記不整脈型の医師分類を得ることと
、前記候補不整脈脈動のうちの少なくとも一つを選択すること、及び前記不整脈脈動形態
テンプレートを形成すること、のために用いられるべき前記少なくとも一つの不整脈症状
を選択するか否かの判定において、前記医師分類を前記自動分類と比較することと、を含
む。
【００１３】
　例５において、例１～４の少なくとも一つの方法は付加的に、前記不整脈型の前記自動
分類の前記実行は、少なくとも第１及び第２分類基準を用いることと、前記候補不整脈脈
動のうちの少なくとも一つを選択すること、及び前記不整脈脈動形態テンプレートを形成
すること、のために用いられるべき前記少なくとも一つの不整脈症状を選択するか否かの
判定において、前記自動分類に寄与する前記第１基準及び第２基準についての情報を用い
ることを備えることと、を含む。
【００１４】
　例６において、例１～５の少なくとも一つの方法は付加的に、前記症状を代表する不整
脈脈動形態テンプレートの形成において用いられるべき前記候補不整脈脈動として用いら
れるべき一つ以上の特定脈動を前記不整脈発症中に事前に選択すること、を含む。
【００１５】
　例７において、例１～６の少なくとも一つの方法は付加的に、前記事前に選択すること
は、前記不整脈型の自動分類の実行において用いられた一つ以上の脈動を選択することを
含む。
【００１６】
　例８において、例１～７の少なくとも一つの方法は付加的に、前記事前に選択すること
は、治療を適用する決定に関した一つ以上の脈動を選択することを含む。
　例９において、例１～８の少なくとも一つの方法は付加的に、前記事前に選択すること
は、前記不整脈症状の開始に関する一つ以上の脈動を選択することを含む。
【００１７】
　例１０において、例１～９の少なくとも一つの方法は付加的に、前記事前に選択するこ
とは、正常洞調律（ＮＳＲ）形態から形態的に異なっていると判断される一つ以上の脈動
を選択することを含む。
【００１８】
　例１１において、例１～１０の少なくとも一つの方法は付加的に、前記不整脈脈動形態
テンプレートの前記形成において用いられるべき少なくとも二つの不整脈症状を順序付け
ること、を含む。
【００１９】
　例１２において、例１～１１の少なくとも一つの方法は付加的に、前記順序付けること
は、前記不整脈脈動形態テンプレートの前記形成において、前記少なくとも二つの不整脈
症状を優先付けすることを備え、前記優先付けは、発生時刻、診断的分類、症状起源、及
び平均心拍数のうちの少なくとも一つを用いる。
【００２０】
　例１３において、例１～１２の少なくとも一つの方法は付加的に、前記不整脈脈動形態
テンプレートを少なくとも一つの格納された不整脈症状と比較することによって症状分類
を確認すること、を含む。
【００２１】
　例１４において、例１～１３の少なくとも一つの方法は付加的に、少なくとも一つの不
整脈症状において、前記不整脈脈動形態テンプレートを、不整脈脈動の脱分極形態情報と
比較することによって、前記不整脈脈動形態テンプレートの実行可能性を確認すること、
を含む。
【００２２】
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　例１５において、例１～１４の少なくとも一つの方法は付加的に、前記不整脈脈動形態
テンプレート内の脈動同士を比較することによって、前記脈動形態テンプレートの実行可
能性を確認すること、を含む。
【００２３】
　例１６において、例１～１５の少なくとも一つの方法は付加的に、前記不整脈脈動から
少なくとも一つの外れ値を削除した後の不整脈脈動の脱分極形態情報を用いて、前記不整
脈脈動形態テンプレートを再形成すること、を含む。
【００２４】
　例１７において、例１～１６の少なくとも一つの方法は付加的に、次の不整脈脈動の脱
分極形態情報を用いて、前記不整脈脈動形態テンプレートを再形成すること、を含む。
　例１８において、例１～１７の少なくとも一つの方法は付加的に、使用者に前記不整脈
脈動形態テンプレートを表示することを含む。
【００２５】
　例１９において、システムは、固有の電気心臓信号を監視するための手段と、前記固有
の電気心臓信号の不整脈症状における候補不整脈脈動のための脱分極形態情報を導き出す
ための手段と、前記症状を代表する不整脈脈動形態テンプレートの形成において用いられ
る候補不整脈脈動のうちの少なくとも一つを選択するための手段であって、前記選択は、
候補不整脈脈動の心臓循環間隔、脈動振幅、及び心拍領域分類のうちの少なくとも一つを
、前記不整脈症状から選択された少なくとももう一つの候補不整脈脈動の心臓循環間隔、
脈動振幅、及び心拍領域分類についての各情報と比較することによって得られた情報を用
いることを含むことと、前記選択された候補不整脈脈動のうちの少なくとも二つの脱分極
形態情報を結合することによって前記不整脈脈動形態テンプレートを形成する手段と、を
含む。
【００２６】
　例２０において、システムは、固有の電気心臓信号検知回路と、前記検知回路に接続さ
れる脱分極形態格納回路とを含む。前記脱分極形態格納は、患者の不整脈の発症において
起こる候補不整脈脈動のための脱分極形態情報を格納するために構成されてもよい。前記
脱分極形態格納回路に接続される処理回路は、不整脈脈動形態テンプレートと、候補不整
脈脈動選択回路とを含んでもよい。前記候補不整脈脈動選択回路は、症状を代表する前記
不整脈脈動形態テンプレートの形成において用いられる候補不整脈脈動のうちの少なくと
も一つを選択すべく構成されてもよい。前記候補不整脈脈動選択回路の選択基準は、候補
不整脈脈動の心臓循環間隔、脈動振幅、及び心拍領域分類のうちの少なくとも一つを、前
記不整脈症状から選択された少なくとももう一つの候補不整脈脈動の心臓循環間隔、脈動
振幅、及び候補不整脈脈動の心拍領域分類とについての各情報と比較することによって得
られる情報を用いることを含んでもよい。症状からの二つ以上の候補不整脈脈動の他の特
性の比較もまた可能であり、いずれの組み合わせも改善された選択回路を提供することが
できる。加えて、不整脈脈動形態テンプレートを形成すべく接続された脈動形態テンプレ
ート集束回路が、選択された候補不整脈脈動のうちの少なくとも二つの脱分極形態情報を
、不整脈脈動形態テンプレートに組み合わせてもよい。
【００２７】
　例２１において、例２０のシステムは付加的に、前記処理回路は、発症後脈動の脱分極
形態情報と不整脈脈動形態テンプレートとの間の類似性の表示を判定すべく構成される脈
動形態比較回路を含み、前記脈動形態比較回路は、前記発症後脈動を前記判定された類似
性の機能として分類すべく設けられる。
【００２８】
　例２２において、例２０～例２１の少なくとも一方のシステムは付加的に、前記処理回
路は、前記候補不整脈脈動選択回路及び前記脈動形態集束回路において用いられるべき少
なくとも一つの不整脈症状を選択すべく構成される不整脈症状選択回路を含み、該不整脈
症状選択回路は、前記不整脈症状の不整脈型の医師分類から導き出された入力を受信する
ように設けられる。
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【００２９】
　例２３において、例２０～例２２の少なくとも一つのシステムは付加的に、前記処理回
路は、前記不整脈症状の不整脈型の受信した医師分類から導き出された入力を用いて、前
記不整脈症状選択回路によって選択された前記不整脈症状の不整脈型の自動分類を形成す
るように設けられる。この例に係る自動不整脈分類回路は、前記不整脈症状選択回路と脈
動形態集束回路とによって用いられるべき前記少なくとも一つの不整脈症状を選択するか
否かの判定において、前記医師分類を前記自動分類と比較すべく構成される自動不整脈分
類回路を含む。
【００３０】
　例２４において、例２０～例２３の少なくとも一つのシステムは付加的に、前記処理回
路は、前記症状を代表する不整脈脈動形態テンプレートの形成において、前記候補不整脈
脈動として用いられるべき一つ以上の特定脈動を前記不整脈症状内において事前に選択す
べく設けられた事前選択回路を含む。
【００３１】
　例２５において、例２０～例２４の少なくとも一つのシステムは付加的に、前記事前選
択回路は、前記不整脈型の自動分類の実行において用いられた一つ以上の脈動を選択すべ
く構成される。
【００３２】
　例２６において、例２０～例２５の少なくとも一つのシステムは付加的に、前記事前選
択回路は、前記不整脈症状の開始に関連する一つ以上の脈動を選択すべく構成される。
　例２７において、例２０～例２５の少なくとも一つのシステムは付加的に、前記事前選
択回路は、正常洞調律（ＮＳＲ）形態から形態的に異なっていると判断される一つ以上の
脈動を選択すべく構成される。
【００３３】
　例２８において、例２０～例２７の少なくとも一つのシステムは付加的に、前記脈動形
態集束回路は、前記不整脈脈動形態テンプレートの形成において用いられるべき少なくと
も二つの不整脈症状を順序付けるべく構成される。
【００３４】
　例２９において、例２０～例２８の少なくとも一つのシステムは付加的に、前記脈動形
態集束回路は、少なくとも一つの不整脈症状において、前記不整脈脈動形態テンプレート
を、不整脈脈動の脱分極形態情報と比較することによって、前記不整脈脈動形態テンプレ
ートの実行可能性を確認すべく設けられる。
【００３５】
　例３０において、例２０～例２９の少なくとも一つのシステムは付加的に、前記脈動形
態集束回路は、少なくとも一つの外れ値を前記不整脈脈動から削除した後の不整脈脈動の
脱分極形態情報を用いて前記不整脈脈動形態テンプレートを再形成すべく設けられる。
【００３６】
　この概要は本特許出願の要件の概要を提供することを意図する。排他的または網羅的な
発明の説明を提供することは意図しない。詳細な説明は、本特許出願の要件についての更
なる情報を提供することが含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】心拍異常信号形態の要点を示す。
【図２】心拍異常信号形態を正確に捕捉したＳＶＴテンプレート。
【図３】心臓の電気信号を監視するためのデバイスを用いるシステムの部分。
【図４】対象者において一つ以上の固有の電気心臓信号を監視するために備えられたシス
テムの一例を示す模式図。
【図５】不整脈脈動形態テンプレートの例えば形成または調整において用いられる、不整
脈症状のソートまたは優先付けの一例。
【図６】一つ以上の選択された症状から脈動を選抜するための異なる基準の一例。
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【図７】脈動選択の一例。
【図８】脈動間の類似した折り線を判定するための特徴相関係数の使用。
【図９】不整脈脈動形態テンプレートの形成または改善において用いられる、不整脈症状
のソートまたは優先付けのための技術の部分の一例の概略。
【図１０】形成されたテンプレートの改善の一例。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下の詳細な説明では、添付した図面を参照しつつ、図面は詳細な説明の一部分を成す
。図面は、実例として、本発明が実施され得る特定の実施の形態を示している。これら実
施の形態は、また、以下の“例”において参照されるものであって、本願の当業者が本願
発明を実施できる程度に十分に詳細に記載されている。これら実施形態は、（互いに）結
合され、他の実施形態が実施され、または、構造的、論理的及び電気的変更が本願の発明
の範囲から逸脱しない範囲において可能である。従って、以下の詳細な説明は、限定的な
意味で取るべきではなく、本願発明の範囲は、添付の特許請求の範囲及びそれらに同等な
ものによって画定される。
【００３９】
　本文献において、“一つ”という語は、通常の特許文献のように、一以上を含むものと
して使用される。この文献において、“または”という語は、特にことわりがなければ、
非排他的な意味を示すものとして使用される。さらに、本文献において言及された、全て
の文献、特許、および特許文献は、個別に参照されて全て盛り込まれている。本文献と参
照された他の文献とにおいて不整合な用法がある場合は、参照された文献に記載された用
法は、本文献を補足するものとして、不整合のないように見なされる。
【００４０】
　本システムおよび方法は、埋め込み医療機器（ＩＭＤｓ）を含む用途で使用されてもよ
い。埋め込み医療機器（ＩＭＤｓ）は、以下のものに限定されないが、例えば、ペースメ
ーカ、カルディオバータ除細動器、ペースメーカ除細動器、心臓再同期療法（ＣＲＴ）の
装置のような、二心室再同期化または調整装置、若しくは、マルチサイト再同期化または
調整装置のような植え込み型心調律マネジメント（ＣＲＭ）システム、患者監視システム
、神経調整システム、および、薬物輸送システムを含む。これに加えて、本システムおよ
び方法はまた、非埋め込み装置に使用されてもよい。非埋め込み装置は、以下のものに限
定されないが、例えば、体外式ペースメーカ、カルディオバータ除細動器、ペースメーカ
除細動器、心臓再同期療法（ＣＲＴ）の装置のような、二心室再同期化または調整装置、
若しくは、マルチサイト再同期化または調整装置、モニタ、プログラム及びレコーダを含
み、そのような装置は検知、受信、予測処置または治療を提供するのに使用されるもので
ある。
【００４１】
　イントロダクション
　ＳＶＴ及びＶＴは、心拍数が速くなることによって特徴付けられる異常心調律に関連し
ている。上述したように、心拍異常を有する対象者は、ＳＶＴ（例えば、心拍依存性脚ブ
ロック）中に伝導路における変化を受ける。これは、形態学に基づく頻脈性不整脈判別技
術を妨げるものである。形態学に基づく調律識別が用いられる際のＳＶＴとＶＴとを識別
する困難性が増加した結果として、心拍異常を有する対象者は不適切な抗頻脈性不整脈治
療を受ける。
【００４２】
　図１は、正常洞調律（ＮＳＲ）の心室脱分極テンプレート１１０と比較した、心拍異常
心室脱分極信号形態１０５の影響の一例を示す。このような心拍異常心室脱分極とＮＳＲ
テンプレートとの形態差は、心拍異常脈動形態を的確に特定するためのシステムの性能に
影響を与え得る。これに対して、図２は、より代表的な心拍異常心室脱分極信号形態２０
５であるＳＶＴテンプレート２１０を示す。本システムおよび方法は、より良く心拍異常
形態に対処することが可能な形態学に基づいた頻脈性不整脈判別を使用して、状況を監視
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または処理することができる。
【００４３】
　図３は、心臓３１６の一つ以上の電気信号を監視するための装置３０４を使用したシス
テムの部分を示す。ある特定の例において、装置３０４は、上室性（ＳＶ）コイル電極３
０８、右心室（ＲＶ）コイル電極３１０、およびＲＶ先端電極３１２を備える一つ以上の
リード線３０６に接続されている。心電図信号（ＥＧＭ）は、心臓３１６内で生じる固有
の電気信号から検出される。この例では、ＥＧＭ信号を検出する場所が一つよりも多い。
近距離場３１４のＥＧＭはＲＶ先端電極３１２とＲＶコイル電極３１０との間に配置され
ている。遠距離場３１８，３２０のＥＧＭは、それぞれ（１）ＳＶコイル電極３０８とＲ
Ｖコイル電極３１０との間、（２）ＲＶコイル電極３１０と装置３０４の電極との間、（
３）ＲＶコイル電極３１０から共に接続されたＳＶコイル電極３０８と装置３０４の導体
部分による電極とまでの間によって検知される。近距離場３１４のＥＧＭはレートチャン
ネル３２２のＥＧＭと称され、遠距離場３１８のＥＧＭはショックチャネル３２４のＥＧ
Ｍと称される。レートチャネル３２２のＥＧＭは、図３に示すように、一時的にレートチ
ャンネルとショックチャンネルとを合わせるときのように、ショックチャネル３２４のＥ
ＧＭの時間基準に使用される。
【００４４】
　ある特定の例においては、監視システムは患者の以前の頻脈性不整脈症状についての情
報を用いて、患者のその後の頻脈性不整脈症状についての頻脈性不整脈の評価及び判別を
改善する。ある特定の例においては、監視システムは一つ以上の付加的なテンプレートを
形成するための患者の以前症状に関する情報を使用して、頻脈性不整脈判別を改善するた
めにＳＶＴ中において生じる心拍異常または他の異なる形態を捕捉する。
【００４５】
　後述するように、切迫した病状の監視および治療は、第１に特徴的な一つ以上の頻脈性
不整脈症状を含んでいる。その後の症状は、そのようなその後の発症中の一つ以上の脈動
形態を以前の症状から導き出された一つ以上の脈動形態テンプレートと比較することによ
って特徴付けられる。
【００４６】
　例
　図４は、システム４００の部分の一般的な一例を示した模式図であって、システム４０
０は対象者４０２の一つ以上の固有の電気心臓信号及びシステム４００が使用される環境
を監視すべく設けられる。図４に示すように、システム４００はＣＲＭ装置のようにＩＭ
Ｄ４０４を含み、ＩＭＤ４０４は少なくとも一つのリード４０５または対象者４０２の心
臓４０６に接続している。ＩＭＤ４０４は、対象者の胸部、腹部またはその他の皮下に埋
め込まれていてもよい。また、システム４００は、外部プログラマまたは遠隔サーバのよ
うな、局所または遠隔外部インターフェース装置４０７を含む。外部インターフェース装
置４０７は、文字または画像をＩＭＤ４０４から介護人（例えば、医師）に情報を伝達す
る、液晶表示またはＬＥＤ表示のような視覚表示または他の表示を含んでいてもよい。
【００４７】
　ＩＭＤ４０４は、一般的に、対象者４０２の一以上の固有の電気心臓信号を監視するた
めの検知回路４０８（電気心臓信号検知回路）を備えている。固有信号からの形態や他の
脱分極信号の情報は、脱分極形態格納回路４１０に記憶される。このような脱分極形態情
報は、後に検出された不整脈の発症での候補不整脈脈動に対して比較するのに使用される
。たとえば、前記システム４００が初期にセンシング中に不整脈の発症を検知すると、そ
の発症は脱分極形態格納回路４１０に記憶され、後に脈動と比較できるように不整脈脈動
形態テンプレートを形成または改善するときに使用される。
【００４８】
　ある特定の例においては、システム４００はさらに、処理回路４１４及び不整脈脈動形
態テンプレート４１６を備えている。処理回路４１４は脱分極形態格納回路４１０に接続
され、不整脈脈動形態テンプレート４１６は、一般的に、特定の不整脈の脱分極特性の形
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態の特徴を示す。処理回路４１４は、不整脈脈動形態テンプレート４１６を形成するのに
使用される少なくとも一つの候補不整脈脈動を選択する候補不整脈脈動選択回路４２２を
備える。ある特定の例においては、候補不整脈脈動選択回路４２２は、一以上の不整脈症
状から少なくとも２つの候補不整脈脈動の周期、脈動振幅、または心拍領域分類を比較し
て得られた情報を使用する。この周期は、Ｐ波（たとえば、一回の脈動の間において典型
的に生じる上部心腔の電気的活動）の間の時間やＲ波（たとえば、一回の脈動の間におい
て典型的に生じる下部心腔の電気的活動）の間の時間のような繰り返される事象の周期で
ある。心拍領域分類は、ＣＲＭが一以上の既知の閾心拍値または範囲に基づく二以上の心
拍数を分類するときに使用されてもよい。
【００４９】
　処理回路４１４はまた、たとえば、少なくとも２つの候補不整脈脈動からの脱分極形態
の情報を結合することによって不整脈脈動形態テンプレート４１６を形成するための脈動
形態集束回路４１８を備える。脈動形態比較回路４２４は、たとえば後脈動（たとえば、
テンプレートの形成の後）と不整脈脈動形態テンプレート４１６との間における類似性の
指標を判定するように構成される。脈動形態比較回路４２４は、判定された類似性を使用
して後の脈動を分類するように構成される。対象者の状態が時間と共に徐々に変化する場
合、脈動テンプレートはそのような変化を反映するように更新される。それにより、テン
プレートを使用して脈動を分類することの精度が向上する。
【００５０】
　図４において、不整脈症状選択回路４２６は、選択された不整脈症状から少なくとも一
つの候補不整脈脈動を選択するために、候補不整脈脈動選択回路４２２によって使用され
る少なくとも一つの不整脈症状が選択されるように構成されている。脈動形態集束回路４
１８はさらに、テンプレートの形成のための選択された不整脈症状を使用することが可能
である。自動不整脈分類回路４２０は、不整脈症状の類型の、例えば受信された医師分類
４１２に由来するインプットを使用することにより、不整脈症状選択回路４２６によって
選択された不整脈症状の類型を自動分類するのに適用される。ある特定の例においては、
不整脈症状の医師分類は、医師が、各症状をＶＴやＳＶＴとして分類するために、様々な
不整脈発症時における脱分極波形を表示する表示パネルを使用する。分類された症状は、
不整脈脈動形態テンプレート４１６を形成するかまたは調整するのに使用されてもよい。
【００５１】
　潜在的な不整脈脈動形態テンプレート４１６の脈動は、治療が行われた一つ以上の記憶
された症状から選ばれる。その後、医師はいくつかまたは全ての記憶された症状を検査し
、症状がＳＶＴやＶＴであると認定する。また、図５を参照しつつ後述するように、症状
は自動的に分類され優先順位が決定される。
【００５２】
　図４において、事前選択回路４２８は、不整脈症状を示す不整脈脈動形態テンプレート
４１６を形成するのに使用されるように、不整脈症状において一つ以上の脈動を事前選択
するのに適用される。事前選択回路４２８は自動不整脈分類回路４２０によって使用され
るべき一つ以上の脈動を選択するように構成されている。一例として、前記装置によって
ＳＶＴであると確認された症状のように、不整脈症状のオンセットに関連する一以上の脈
動が選択され、それは医師の注釈に関連する。また別の例として、正常洞調律（ＮＳＲ）
脈動形態テンプレートとは十分に相関しない真のＳＶＴの症状時に生じる脈動のように、
ＮＳＲ形態と異なるものと見なされる一以上の脈動が選択される。
【００５３】
　図５は、不整脈脈動形態テンプレートを形成または調整する際に使用されるための、不
整脈症状をソートまたは優先付けする一例を示す。５００においては、医師によってＳＶ
Ｔと注釈された症状が、発症時刻によって即ちシステム４００による自動分類が医師の注
釈と適合したかによって、一以上の予め設定された基準に基づいて分類される。これとは
異なったソートの例は、図７を参照しつつ後述する。５０１においては、一以上の注釈さ
れた症状が、脈動がＳＶＴテンプレートを形成するのに利用するために選択される、一以
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上の候補症状として選択される。５０２においては、例えば形態テンプレートの精度を低
下させる異常脈動を除去するために、脈動が映し出される。図６を参照しつつ、様々な映
像オプションが詳細に後述される。５０４においては、形態類似スコアが得られる。これ
は、５０２の後に停留した中から形態学的に類似な脈動を見出すための対の脈動に関する
自己相関スコア（または、別の類似指標）を計算することを含む。５０６においては、５
０４における類似スコアを使用することによって類似な脈動が互いにグループ化される。
一例として、多くの脈動を有するグループは、そのような数の脈動形態を構成するものと
してＳＶＴテンプレートを形成するのに使用される。その脈動形態を合成することは、例
えば、それらを平均化させることを含む。別の例においては、前記グループはそれらメン
バーの脈動の類似スコアによって順位付けされ、一以上の他の基準（例えば、最も最近の
脈動）がどのグループのＳＶＴテンプレートを形成するのに選択されるかを決めるのに使
用される。この方法では、治療の直前に生じた極めて類似性の高い脈動形態が一番に優先
される。
【００５４】
　５０８においては、テンプレートが確認される。このような確認は、テンプレートをそ
の結果、形成されたテンプレートの形態へ付与するのに使用された各脈動形態の相関関係
を含む。その結果としてのテンプレートと、テンプレートを形成するのに使用された各脈
動形態との間で極めて類似性の高いスコアは、テンプレートの有効性を確認するのに使用
される。例として、テンプレートを形成するのに使用された脈動は、テンプレートを有効
にするためにテンプレート自身に対して比較されてもよい。例として、例えば最低２０回
の脈動でテンプレートが形成されるように要求されてもよい。１９回以下で類似スコアの
比較に対応したりテンプレートの形成のためのグループ化がなされたりすると、テンプレ
ートは形成されない。５０９においては、特定の最小の脈動の数が脈動の現グループにチ
ェックされる。脈動の最小の数に関する特定の閾値と一致するまたは越える場合、５１０
において、確認されたテンプレートは、後に不整脈を検出するまたは分類する際に前記装
置によって後に使用されるように記憶される。そうでなければ、５１６において、処理が
終了する。５１２において、テンプレートが十分に形成された脈動を示していないことを
類似スコアが示した場合、そのようなテンプレートは修正される。例えば、テンプレート
に対するグループの最下位の類似スコアを有する脈動は除去され、テンプレートは改良さ
れ、上述したように、再度確認される。これは、有効なテンプレートを確認するために繰
り返し行われ、例えば改良後に不十分な数の脈動が残された場合には、有効なテンプレー
トは得られない。５１４において、テンプレートを形成するのに使用される脈動数は特定
閾値と比較される。この閾値は、受け入れ可能なテンプレートを形成するのに必要な脈動
の最小数を特定する。例えば、５１２において、ある脈動が除去されその残された脈動数
は、単一の症状に含まれるものを有するのみであり、一つの選択された症状がテンプレー
トを改善するのに使用されることが可能となる。最小の脈動数は、例えば脈動がそれを信
頼できるとみなすためには症状中に少なすぎる場合には、異なった多くの方法で決定され
る。そのような例は、５１６まで進み、ＳＶＴテンプレートのさらなる検証を終了するの
に最適である。確認されたＳＶＴテンプレートは他に記憶されたＳＶＴ及びＶＴの症状と
比較され得る。テンプレートがＶＴの症状と高い相関性を有するかまたはＳＶＴの症状と
十分な相関性を有さない場合、廃棄される（終了する）（再び５１６にいく）。
【００５５】
　図６は、一以上の選択された不整脈症状からの脈動の表示に関する一以上の様々な基準
の一例を示す。心電図（ＥＫＧ，ＥＣＧ）や電位記録計は、図１に示すように心臓で発生
する電気インパルスの特徴的なパターンを示す。電気インパルスの一部は、ＱＲＳ複合体
と呼ばれ、下部心腔、即ち心室を通った電気的インパルスの動きの測定記録である。ＱＲ
Ｓ複合体のピークはＲ波として知られ、２つのＲ波の時間間隔は心拍数（例えば、Ｒ－Ｒ
値）として測定される。例えば、決められた周期はウィンドウと称され、候補脈動を有す
る症状の初期において区画される。前記ウィンドウは、平均Ｒ－Ｒ値を算出するのに十分
な、二以上の候補脈動を捉えるだけの十分な、長い期間である。このウィンドウは、発症
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の初期時に対して時間的に遅れるようにずれていてもよく、ウィンドウ内においてそれぞ
れ次に続く脈動であってもよく、新たなＲ－Ｒ値として算出される。それから上部及び下
部Ｒ－Ｒ値の閾値範囲に対して比較される新たなデータを有する記憶されたＲ－Ｒ値の更
新を絶えず行われることを許可する。６００において、平均Ｒ－Ｒ値（またはＲ－Ｒ値の
他の中心傾向）は第１リファレンスウィンドウにわたって算出され、特定可能な数の脈動
を含む。この中心傾向のＲ－Ｒ値は、一つの脱分極化のグループの中間値、平均値、また
は加重平均値の代表値を含む。６０２において、上部レートインターバル閾値（Ｔｈｉｇ

ｈ）は、最短の望ましい閾値を示す第１のリファレンスウィンドウから計算されたＲ－Ｒ
値の関数として決定される。６０４において、下部レートインターバル閾値（Ｔｌｏｗ）
は、最長の望ましい閾値を示す第１のリファレンスウィンドウから計算されたＲ－Ｒ値の
関数として決定される。６０６において、不整脈症状において次のＲ－Ｒ値（例えば、脈
動の固定されたウィンドウが症状内において移動したときに調整されたＲ－Ｒ値）が解析
される。６０８において、まず、このＲ－Ｒ値がＴｈｉｇｈに比べて短いか否かがチェッ
クされる。Ｒ－Ｒ値がＴｈｉｇｈに比べて短い場合、６１２において、脈動がテンプレー
ト形成において使用されるべきものから排除される。しかしながら、Ｒ－Ｒ値がＴｈｉｇ

ｈに比べて長い場合、６１０において、次のＲ－Ｒ値がＴｌｏｗに比べて長いか否かがチ
ェックされる。次のＲ－Ｒ値がＴｌｏｗに比べて短い場合、６１２において、脈動がテン
プレート形成において使用されるべきものから排除される。このＲ－Ｒ値がＴｈｉｇｈと
Ｔｌｏｗとの間にある場合、６１４において、一以上の振幅基準がチェックされる。
【００５６】
　６１４において、平均レートチャンネル振幅（または、レートチャンネル振幅の他の中
心傾向）（ＲＡｍｐ）は、前記ウィンドウ内において、または特定可能な数の脈動を含む
ように算出される。この平均値また他の中心傾向ＲＡｍｐは、一つの脱分極化のグループ
の中間値、平均値、または加重平均値の代表値を含む。６１６において、上部振幅閾値（
ＲＡｍｐ,ｈｉｇｈ）は算出されたＲＡｍｐの関数として決定され、算出されたＲＡｍｐ

はテンプレート形成のための最高許容可能振幅を示す。例えば、上部振幅閾値ＲＡｍｐ,

ｈｉｇｈは、最初に参照されたＲＡｍｐより上の割合として表されてもよい。６１８にお
いて、下側振幅閾値（ＲＡｍｐ,ｌｏｗ）は、前記ウィンドウ内において、または特定可
能な数の脈動を含むように算出される。下部振幅閾値ＲＡｍｐ,ｌｏｗは、最初に参照さ
れたＲＡｍｐより下の割合として表されてもよい。６２０において、次のＲＡｍｐ（例え
ば、脈動の固定されたウィンドウが特定されかつ症状内において移動したときに調整され
たＲＡｍｐ値）が解析され、６２２において、次のＲＡｍｐがＲＡｍｐ,ｈｉｇｈよりも
下かどうかが決定される。次のＲＡｍｐがＲＡｍｐ,ｈｉｇｈに比べて短い場合、６２６
において、脈動がテンプレート形成において使用されるべきものから排除される。しかし
ながら、次のＲＡｍｐがＲＡｍｐ,ｈｉｇｈに比べて長い場合、６２４において、次のＲ

ＡｍｐがＲＡｍｐ,ｌｏｗの上か否かがチェックされる。次のＲＡｍｐがＲＡｍｐ,ｌｏｗ

の上である場合、６２６において、脈動が排除される。次のＲＡｍｐがＲＡｍｐ,ｈｉｇ

ｈとＲＡｍｐ,ｌｏｗとの間にある場合、６２８において、一以上の飽和／形態基準がチ
ェックされる。
【００５７】
　６２８において、信号の振幅が飽和（例えば、最大振幅閾値を上回っていることまたは
信号のクリッピング）に関してチェックされる。６３０において、振幅飽和が生じている
場合、６２６において、脈動が排除される。しかしながら、６３０において、振幅飽和が
生じていない場合、６３２において脈動が一定な脈動であるか否かを決定するために信号
がチェックされる。脈動が一定な脈動である場合、６２６において脈動が排除される。脈
動が一定な脈動でない場合、６３２において脈動がチェックされ、６３４において偽陽性
（ＦＰ）と検出された症状に起因するものであるか否かが決定される。ＦＰ症状は、医師
が装置自動不整脈分類によって分類されたＳＶＴの症状として注釈するかどうかを示す。
脈動がＦＰ症状を形成していない場合は、その脈動は６３８において適格とされる。適格
とされた脈動は排除されず、テンプレート形成に使用される脈動を示す。ステージ６３４
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において、脈動がＦＰ症状からのものである場合、その脈動は６３６において、ＮＳＲ脈
動形態テンプレートに対して相関がある。６３６において、ＮＳＲ脈動への類似性が判定
されると、６２６において、脈動がテンプレート形成において使用されるべきものから排
除され、さもなければ、６３８において、信号脈動はテンプレート形成に使用されるよう
に適格とされる。複数の症状が使用され、かつそれらが少なくとも一つのＦＰ及び真の陰
性症状を含んでいる場合、６３６において、脈動相関が複数の症状内の全ての脈動を表示
するのに使用されてもよく、６３８において適格とみなされたＮＳＲテンプレートに相関
していないそれらが選択される。しかしながら、少なくとも一つのＦＰ症状が無い場合、
６３８において、複数の症状内の全ての脈動が適格であるように選択される。
【００５８】
　図７は、脈動選択の一例を示している。７００において、一つの脈動はリファレンス脈
動（例えば、第１脈動）として設定される。７０２において、形態振幅及びタイミング特
性が前記リファレンス脈動から決定される。振幅及びタイミング特性は図８に記載された
特性相関係数（ＦＣＣ）を使用して決定されてもよい。７０４において、時間情報は、リ
ファレンス脈動後に生じる次の脈動の形態振幅を決定するのに使用される。リファレンス
脈動の特徴点は、図８に記載するように、次の脈動に対して時間を一致させて、脈動位置
を調整することにある。７０６において、図８に示すように、類似スコアＳが算出される
。７０８において、類似スコアＳは、Ｓが予め設定された閾値よりも大きいか否かがチェ
ックされる。類似スコアＳが予め設定された閾値よりも大きい場合、７１０において、こ
の脈動はテンプレート形成に使用される一つの脈動になるように、蓄積されたリファレン
ス脈動を含む現在のリファレンス脈動形態群に加えられる。さもなければ、７１２におい
て、処理が次の不整脈症状が評価される期間内にある脈動に進む。７１４において、次の
脈動が不整脈症状の最後にある場合、７１６において、新たな脈動がリファレンスとして
選択される。例えば、現リファレンスに続く脈動は発症中において全て他のものと同じで
ある。さもなければ、７０４において、リファレンスタイミング情報は、次の脈動の形態
振幅を決定するのに使用される。この方法では、各脈動はリファレンス脈動として引き続
き評価される。７１８において、現行のリファレンスは、それが解析中の不整脈症状を構
成するか否かを判定するためにチェックされる。もし、そうであるならば、７２０におい
て、どのリファレンス脈動が最高数の他の脈動に類似であるかが判定される。さもなけれ
ば、７０２において、形態振幅及びタイミング特性がリファレンス脈動から判定される。
７２２において、ＳＶＴテンプレートは、最高数の類似脈動を有する形態グループ内の脈
動を平均化することによって形成される。
【００５９】
　更新されたリズム解析の結果は、医師が確認するのに供され、７２２において医師によ
り形成されたＳＶＴテンプレートが有効とされることになる。ある例においては、医師は
、新たにＳＶＴテンプレートによって分類された症状をみて、７２２において、不整脈症
状が適切に分類されているかを決定してもよい。これは、外部インターフェース装置４０
７を使用して図４に記載されたのと同様に行われてもよい。医師によって遠隔アクセスが
使用され、それによって医師が患者に身体的に近接せずに決定するようにしてもよい。あ
る例においては、医師が、近くでまたは遠く離れて、ＶＴが真の陽性またはＦＰであるこ
とが各ＩＭＤ４０４によって最初に分類されたリズムを診断して注釈を付し、続いて、シ
ステムが新たなテンプレートを利用している間に、ＳＶＴとして真の陽性の症状が再分類
されるかを決定する。
【００６０】
　図８は、例えばＳＶＴテンプレート内のリファレンス脈動特性と、改善されたＳＶＴテ
ンプレートに分類又は盛り込まれるべき候補脈動として識別された脈動特性との間の類似
スコアを決定するためのＦＣＣの使用例を示す。ＮＳＲテンプレートからのそれらのよう
に、様々なリファレンス脈動が利用されることが見込まれる。この例では、全部で８つの
比較される特性が存在する。８つ以外の特性が要求される場合は、その８つが相関される
全部と置き換えられる。リファレンス脈動８００は、続いて生じる脈動８０２に対して比
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較され、ＱＲＳ複合体のピークのように既知の特性によって、基準マーク８１０に一時的
に合わせられる。特性選択の一例は、Ｋｉｍらの米国特許６７０８０５８である正常心臓
リズムテンプレート発生システム及び方法（２００４年３月１６日発行）に記載され、そ
れらは全部が盛り込まれ、それらは特性相関係数（ＦＣＣ）及び正常同期リズム（ＮＳＲ
）の形成のための使用を含む。ここで、本文中の“相関”という語は、特性相関係数（Ｆ
ＣＣ）、即ち相関係数の２乗が与えられた定数を越えるという意味である。信号８０４，
８０６は認定される特性を比較することによって多くの相違が示される。Ｘｉ座標系に分
類されたデータポイントはテンプレート特性を示し、それはＹｉ座標系と時間的に一致し
ておりかつ式８０８で使用される。分子の項の符号が、負であるか否かを判定するために
、二乗する前にチェックされる。もし、分子の項の符号が負であるならば、脈動には相関
がなく、かつその式の剰余は完結される必要がない。分子の項の符号が正であるならば、
類似スコアとなり特定されたＦＣＣ閾値と比較される。
【００６１】
　図９は、一般的な、不整脈症状を分類または優先順位をつける一部の技術の一例を示す
。前記技術は、不整脈脈動形態テンプレートを形成または改善するのに使用される。９０
０において、医師が注釈した不整脈症状は少なくとも２つのカテゴリ（偽陽性９０２と真
陰性９０４）に分類される。例えば、偽陽性９０２は医師の注釈が装置（例えば、不整脈
をＳＶＴとして誤って分類された装置）の自動不整脈分類と一致しない場合であって、真
陰性９０４は医師の注釈が（例えば、共にＳＶＴとして認定された）症状の自動装置分類
と一致する場合である。偽陽性９０２は一般的に、新たな不整脈脈動形態テンプレートを
形成するための基準として、良好な候補症状である。というのは、テンプレートと一致す
るような将来の脈動は将来の偽陽性を排除するからである。
【００６２】
　ある例では、２つのチャンバー装置が使用され、さらなる分類が行われる。そのような
分類は、無相関９０６な、及び／または、早い心房レート（ＡＦ）９１０を伴った不安定
な心室リズムを備えるために装置よって分類された、不整脈症状から不整脈形態テンプレ
ートを形成するためのより高い優先順位を与える。無相関９０６な症状は、形態の比較ま
たは症状中の興味有る脈動がＮＳＲテンプレートと一致しないことを通してＶＴ症状とし
て不適切に分類された真のＳＶＴ症状を示し、異常とみなされる。優先順位は、どの不整
脈症状がテンプレート形成または再形成に最も有益となるのかを判定する際に使用するた
めに、各状況のタイプに割り当てられている。例えば、無相関９０６な不整脈症状は９０
８において優先順位１の分類に入り、相関のある偽陽性は９１２において優先順位４の分
類に入る。相関のある偽陽性の一例としては、心室レートが心房レートを上回るように表
れることによって、ＶＴとして誤って分類されたＳＶＴ症状である。さらに、９０８にお
ける優先順位１内のように、症状の優先順位付けが行われる。同様に、他の症状の優先順
位付けが行われ、最近生じた症状に対してより高い優先順位とすることを含む。この優先
順位付けは、要求通り、個別の優先順位付けを錘付けするように複合優先順位と結合され
得る。
【００６３】
　同様に、真の陰性９０４分類はさらに、無相関／ＡＦ９１４または有相関９１６のよう
に、症状の分類による利益を受ける。無相関／ＡＦ９１４は、ＮＳＲテンプレートと類似
ではなく、ＳＶＴとなる心房細動のセンスモジュール（ＡＦモジュール）によって認定さ
れた症状を示す。有相関９１６はＮＳＲテンプレートに類似した症状を含む。例えば、９
１８における優先順位２（例えば、無相関／ＡＦ９１４は偽陽性９０２の症状のＶ＞Ａ９
１０のそれよりも高い優先順位を与えられる）及び９１６における相関症状に対する９２
０における優先順位４（例えば、最下優先順位）のように、これらのさらなる分類に優先
順位が割り当てられる。他の分類の結合は同様にこのような優先順位付けが行われる。
【００６４】
　図１０は、形成されたテンプレートの改善の一例を示している。１０００において、テ
ンプレート形成は実行される。１００２において、類似スコアはテンプレート脈動（例え
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ば、テンプレートを形成するのに使用された脈動）のために算出される。１００４におい
て、リファレンス脈動に非常に類似した全ての脈動がチェックされる。テンプレートを形
成するのに使用された全ての脈動がリファレンス脈動と非常に類似したものであるならば
、１００６において、テンプレートが、脈動の特定の閾値数と比較することにより、少な
くとも最小の脈動数から形成されるために、チェックが行われる。そうでなければ、１０
１４において、テンプレートの改善が停止する。しかしながら、そうでなければ、１００
６において、最小閾値が適合され、それから、１００８において、テンプレートが記憶さ
れる。１００４において、脈動がリファレンス脈動に非常に類似していないならば、それ
から、１０１２において、１００２にて確立された最低類似スコアを有する脈動が除去さ
れ、特定された最小の脈動数のチェックが行われる。１０１２において、最小の脈動数の
特定閾値が適合され、テンプレートが再形成され、１０００において、最低脈動が除去さ
れる。そうでなければ、１０１４において、テンプレートの改善が停止する。
【００６５】
　上記記述は例示であって限定されるべきものではないことを理解されるべきである。例
えば、上記実施形態は互いに結合して実施されてもよい。多くの他の実施形態は、上記記
載によって当業者が理解されるであろうと思われる。従って、発明の範囲は添付された特
許請求の範囲を参照することによって決定される。また、特許請求の範囲において、“含
む”と“備える”とは制約のない用語である。即ち、特許請求の範囲においてその用語の
後に記載された語に付加された要素を含むシステム、装置、品目、工程は、特許請求の範
囲内にあると見なされる。さらに、特許請求の範囲において、“第１”、“第２”、“第
３”等は単にラベルとして使用されており、順番の要求を対象物に課す意味ではない。
【００６６】
　要約書は、特許請求の範囲またはその意味を解釈または限定するのに用いてはならない
と理解される。また、上記詳細な実施の形態において、様々な特徴は開示を簡潔にするた
めにグループ化されても良い。これは、特許請求の範囲に記載されていない、開示された
特徴が特許請求の範囲に記載された発明に必要不可欠であることを意味するものとして解
釈されるべきではない。正確に言えば、発明の主題は、開示された実施形態の全ての特徴
よりも少ない。従って、特許請求の範囲は詳細な説明に盛り込まれており、各特許請求の
範囲に記載された発明は独立した実施形態として成立するものである。
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