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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内因性心臓活動の活性化信号を検出するように構成された複数のマッピング電極を含み
、複数の前記マッピング電極の各々は電極位置を有していることと、
　複数の前記マッピング電極に関連したマッピング処理装置を含み、前記マッピング処理
装置は検出された前記活性化信号を記録し、且つ複数の前記マッピング電極の一つと記録
された各活性化信号とを関連付けるように構成され、前記マッピング処理装置は対応する
前記電極と解剖学的構造との間の接触、及び検出された前記活性化信号におけるノイズレ
ベルの少なくとも一方に従って、電極位置において検出された各活性化信号に対する信頼
性指標を決定し、且つ対応する前記信頼性指標に従って前記ベクトル場マップの各ベクト
ルを調整することによって各電極位置における前記活性化信号の伝搬方向を表すベクトル
場マップを生成し、且つ少なくとも一つのベクトル場テンプレートに従って前記ベクトル
場マップにおけるシグネチャパターンと、前記シグネチャパターンに関連した位置とを特
定するようにさらに構成されるカテーテルシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のカテーテルシステムにおいて、前記ベクトル場マップを生成するため
、前記マッピング処理装置は、少なくとも一つの隣接する電極に対して検出された前記活
性化信号の伝搬方向を表すような、各電極における伝搬ベクトルを決定するようにさらに
構成されるカテーテルシステム。
【請求項３】
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　請求項１に記載のカテーテルシステムにおいて、前記シグネチャパターンを特定するた
め、前記マッピング処理装置は、複数のベクトル場テンプレートを含むテンプレートバン
クにアクセスし、各ベクトル場テンプレートは固有のシグネチャパターンを有しているこ
とと、前記テンプレートバンクの各ベクトル場テンプレートと前記ベクトル場マップとを
比較し、且つ類似性指標に従って、生成された前記ベクトル場マップに最も類似する前記
シグネチャパターンを特定するようにさらに構成されるカテーテルシステム。
【請求項４】
　請求項３に記載のカテーテルシステムにおいて、前記テンプレートバンクの固有の各シ
グネチャパターンは、焦点位置を有する焦点活動を表す発散パターン、及びコア位置を有
するロータ活動を表す渦巻パターンの少なくとも一方を含むカテーテルシステム。
【請求項５】
　請求項３に記載のカテーテルシステムにおいて、前記ベクトル場マップを比較するため
、前記マッピング処理装置は、決定された前記信頼性指標に基づいて予め選択された閾値
を満たす前記ベクトル場マップの一つ以上のベクトルを選択し、且つ前記テンプレートバ
ンクの各ベクトル場テンプレート内の対応する前記ベクトルと、一つ以上の選択された前
記ベクトルとのみを比較するようにさらに構成されるカテーテルシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のカテーテルシステムにおいて、
　生成された前記ベクトル場マップ、及び特定された対象とする前記位置の少なくとも一
方を表示するための表示装置をさらに含むカテーテルシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は心臓マッピングシステムに関する。より具体的には、本願は電気生理学的研究中
に、持続的に視覚化データを表示するように構成された心臓マッピングシステムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　心拍障害の診断及び治療は多くの場合、複数のセンサ又はプローブを有するカテーテル
の、周辺の血管系を通した心室への挿入を伴う。センサは、心臓内のセンサ位置において
心臓の電気的活動を検出する。この電気的活動は一般に、センサ位置における心臓組織を
通した信号の伝搬を表す心電図信号の処理に用いられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　システムは、検出された電圧に基づいて、心室で検出された電気信号を活性化マップと
して表示するように構成することができる。これらの活性化マップにおいては、例えば電
気生理学的検出に適合されたバスケットカテーテルの複数の電極全体に対して可視化スケ
ールをより細かいものとするため、検出された電圧の補間が必要となる場合がある。また
、電圧信号の範囲が縮小されることにより、難しいパターンマッチング及び分類を自動化
することができる。活性化信号の確実で信頼性の高い可視化は、マッピング中に正確に治
療対象を特定するために最も重要である。従って、異常な電気信号を特定するため、ベク
トル場パターンマッチングを行うことが有益となり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　実施例１は、解剖学的構造をマッピングするための方法であり、この方法は、解剖学的
構造内、あるいはその周辺に配置された複数のマッピング電極を用いて内因性生理活動の
活性化信号を検出することを含み、複数のマッピング電極の各々は電極位置を有している
ことと、各電極位置における活性化信号の伝搬方向を表すベクトル場マップを生成するこ
とと、少なくとも一つのベクトル場テンプレートに従ってベクトル場マップにおけるシグ
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ネチャパターン及び位置を特定することとを含む。
【０００５】
　実施例２では、実施例１に記載の方法において、ベクトル場マップを生成することは、
少なくとも一つの隣接する電極に対して検出された活性化信号の伝搬方向を表すような、
各電極における伝搬ベクトルを決定することをさらに含む。
【０００６】
　実施例３では、実施例１又は２に記載の方法において、ベクトル場マップを生成するこ
とは、対応する電極と解剖学的構造との間の接触、及び検出された活性化信号におけるノ
イズレベルの少なくとも一方に従って、電極位置において検出された各活性化信号に対す
る信頼性指標を決定することと、対応する信頼性指標に従ってベクトル場マップの各ベク
トルを調整することとをさらに含む。
【０００７】
　実施例４では、実施例１～３の何れかに記載の方法において、シグネチャパターンを特
定することは、複数のベクトル場テンプレートを含むテンプレートバンクを受け入れるこ
とを含み、各ベクトル場テンプレートは固有のシグネチャパターンを有していることと、
テンプレートバンクの各ベクトル場テンプレートとベクトル場マップとを比較することと
、類似性指標に従って生成されたベクトル場マップに最も類似するシグネチャパターンを
特定することとをさらに含む。
【０００８】
　実施例５では、実施例１～４の何れかに記載の方法において、テンプレートバンクの固
有の各シグネチャパターンは、焦点位置を有する焦点活動を表す発散パターン、及びコア
位置を有するロータ活動を表す渦巻パターンの少なくとも一方を含む。
【０００９】
　実施例６では、実施例１～５の何れかに記載の方法において、ベクトル場を比較するこ
とは、対応する電極と解剖学的構造との間の接触、及び検出された活性化信号におけるノ
イズレベルの少なくとも一方に従って、電極位置において検出された各活性化信号に対す
る信頼性指標を決定することと、決定された信頼性指標に基づいて予め選択された閾値を
満たすベクトル場マップの一つ以上のベクトルを選択することと、テンプレートバンクの
各ベクトル場テンプレート内の対応するベクトルと、一つ以上の選択されたベクトルとの
みを比較することとをさらに含む。
【００１０】
　実施例７では、実施例１に記載の方法において、生成されたベクトル場マップ、及び特
定された対象とする位置の少なくとも一方を表示することをさらに含む。
　実施例８において、心臓組織をマッピングするための方法は、解剖学的構造内、あるい
はその周辺に配置された複数のマッピング電極を用いて心臓活動の活性化信号を検出する
ことを含み、複数のマッピング電極の各々は電極位置を有していることと、各電極位置に
おける活性化信号の伝搬方向を表すベクトル場マップを生成することと、少なくとも一つ
のベクトル場テンプレートに従ってベクトル場マップにおけるシグネチャパターン及び位
置を特定することとを含む。
【００１１】
　実施例９では、実施例８に記載の方法において、ベクトル場マップを生成することは、
少なくとも一つの隣接する電極に対して検出された活性化信号の伝搬方向を表すような、
各電極におけるベクトルを決定することをさらに含む。
【００１２】
　実施例１０では、実施例８又は９に記載の方法において、ベクトル場マップを生成する
ことは、対応する電極と隣接する心臓組織との間の接触、及び検出された活性化信号にお
けるノイズレベルの少なくとも一方に基づいて、電極位置において検出された各活性化信
号に対する信頼性指標を決定することと、対応する信頼性指標に従ってベクトル場マップ
の各ベクトルを調整することとをさらに含む。
【００１３】
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　実施例１１では、実施例８～１０の何れかに記載の方法において、シグネチャパターン
を特定することは、複数のベクトル場テンプレートを含むテンプレートバンクを受け入れ
ることを含み、各ベクトル場テンプレートは固有のシグネチャパターンを有していること
と、テンプレートバンクの各ベクトル場テンプレートとベクトル場マップとを比較するこ
とと、類似性指標に従って生成されたベクトル場マップに最も類似するシグネチャパター
ンを特定することとをさらに含む。
【００１４】
　実施例１２では、実施例８～１１の何れかに記載の方法において、テンプレートバンク
の固有の各シグネチャパターンは、焦点位置を有する焦点活動を表す発散パターン、及び
コア位置を有するロータ活動を表す渦巻パターンの少なくとも一方を含む。
【００１５】
　実施例１３では、実施例８～１２の何れかに記載の方法において、ベクトル場を比較す
ることは、対応する電極と解剖学的構造との間の接触に従って、電極位置において検出さ
れた各活性化信号に対する信頼性指標を決定することと、決定された信頼性指標に基づい
て予め選択された閾値を満たすベクトル場マップの一つ以上のベクトルを選択することと
、テンプレートバンクの各ベクトル場テンプレート内の対応するベクトルと、一つ以上の
選択されたベクトルとのみを比較することとをさらに含む。
【００１６】
　実施例１４において、カテーテルシステムは、内因性心臓活動の活性化信号を検出する
ように構成された複数のマッピング電極を含み、複数のマッピング電極の各々は電極位置
を有していることと、複数のマッピング電極に関連したマッピング処理装置を含み、マッ
ピング処理装置は検出された活性化信号を記録し、且つ複数のマッピング電極の一つと記
録された各活性化信号とを関連付けるように構成され、マッピング処理装置は各電極位置
における活性化信号の伝搬方向を表すベクトル場マップを生成し、且つ少なくとも一つの
ベクトル場テンプレートに従ってベクトル場マップにおけるシグネチャパターン及び位置
を特定するようにさらに構成される。
【００１７】
　実施例１５では、実施例１４に記載のカテーテルシステムにおいて、ベクトル場マップ
を生成するため、マッピング処理装置は、少なくとも一つの隣接する電極に対して検出さ
れた活性化信号の伝搬方向を表すような、各電極における伝搬ベクトルを決定するように
さらに構成される。
【００１８】
　実施例１６では、実施例１４又は１５に記載のカテーテルシステムにおいて、ベクトル
場マップを生成するため、マッピング処理装置は、対応する電極と解剖学的構造との間の
接触、及び検出された活性化信号におけるノイズレベルの少なくとも一方に従って、電極
位置において検出された各活性化信号に対する信頼性指標を決定し、且つ対応する信頼性
指標に従ってベクトル場マップの各ベクトルを調整するようにさらに構成される。
【００１９】
　実施例１７では、実施例１４～１６の何れかに記載のカテーテルシステムにおいて、シ
グネチャパターンを特定するため、マッピング処理装置は、複数のベクトル場テンプレー
トを含むテンプレートバンクにアクセスし、各ベクトル場テンプレートは固有のシグネチ
ャパターンを有していることと、テンプレートバンクの各ベクトル場テンプレートとベク
トル場マップとを比較し、且つ類似性指標に従って生成されたベクトル場マップに最も類
似するシグネチャパターンを特定するようにさらに構成される。
【００２０】
　実施例１８では、実施例１４～１７の何れかに記載のカテーテルシステムにおいて、テ
ンプレートバンクの固有の各シグネチャパターンは、焦点位置を有する焦点活動を表す発
散パターン、及びコア位置を有するロータ活動を表す渦巻パターンの少なくとも一方を含
む。
【００２１】
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　実施例１９では、実施例１４～１８の何れかに記載のカテーテルシステムにおいて、ベ
クトル場を比較するため、マッピング処理装置は、対応する電極と解剖学的構造との間の
接触、及び検出された活性化信号におけるノイズレベルの少なくとも一方に従って、電極
位置において検出された各活性化信号に対する信頼性指標を決定し、決定された信頼性指
標に基づいて予め選択された閾値を満たすベクトル場マップの一つ以上のベクトルを選択
し、且つテンプレートバンクの各ベクトル場テンプレート内の対応するベクトルと、一つ
以上の選択されたベクトルとのみを比較するようにさらに構成される。
【００２２】
　実施例２０では、実施例１４に記載のカテーテルシステムにおいて、生成されたベクト
ル場マップ、及び特定された対象とする位置の少なくとも一方を表示するための表示装置
をさらに含む。
【００２３】
　複数の実施形態が開示されているが、当業者には、本発明の例示的な実施形態を示して
説明した以下の詳細な説明から、本発明のさらに他の実施形態が明らかとなるであろう。
従って、図面及び詳細な説明は当然例示としてみなされるべきであり、限定的なものとみ
なされるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】診断及び治療目的のために体内の標的とする組織領域にアクセスするためのシス
テムの一実施形態の概略図である。
【図２】図１のシステムに関連して用いるためのバスケット機能要素支持構造を有するマ
ッピングカテーテルの一実施形態の概略図である。
【図３】複数のマッピング電極を含むバスケット機能要素の一実施形態の概略側面図であ
る。
【図４】連続した活性化マップ、及びそれから生成された対応するベクトル場マップを示
す図である。
【図５】生成されたベクトル場マップ、及び図１の処理システムで用いられる複数のベク
トル場テンプレートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明には様々な改変形態及び代替形態の可能性があるが、特定の実施形態が例として
図面に示されており、且つ、以下に詳細に説明されている。しかしながら、本発明を記載
された特定の実施形態に限定することは意図しない。それどころか、本発明は添付の特許
請求の範囲によって定義される本発明の範囲内にある全ての改変形態、均等形態、及び代
替形態を包含することを意図する。
【００２６】
　図１は、診断又は治療目的のために体内の標的とする組織領域にアクセスするためのシ
ステム１０の概略図である。図１は一般に、心臓の左心房内に配置されたシステム１０を
示している。あるいは、システム１０は左心室、右心房、又は右心室のような心臓の他の
領域内に配置することもできる。図示の実施形態は心筋組織を焼灼するために用いられる
システム１０を示しているが、システム１０（及び、本明細書に記載された方法）はある
いは、前立腺、脳、胆嚢、子宮、及び身体の他の領域の組織を焼灼する行為のような、他
の組織焼灼用途で用いられるように構成されてもよく、必ずしもカテーテルベースのシス
テムに限られない。
【００２７】
　システム１０は、マッピングプローブ１４及びアブレーションプローブ１６を含む。図
１において、それぞれが別々に適切な経皮アクセスを介し、静脈又は動脈（例えば、大腿
静脈又は大腿動脈）を通って選択された心臓領域１２に挿入される。あるいは、マッピン
グプローブ１４及びアブレーションプローブ１６は、心臓領域１２における同時挿入及び
同時配置のための一体構造に組み込むことができる。
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【００２８】
　マッピングプローブ１４は可撓性カテーテル本体１８を有している。カテーテル本体１
８の先端は三次元複数電極構造２０を支持している。図示の実施形態において、構造２０
は開放された内部空間２２（図２参照）を定義するバスケットの形態をとるが、電極構造
及び電極位置の幾何学的構造が知られている他の複数電極構造を用いることもできる。複
数電極構造２０は複数のマッピング電極２４を支持しており、その各々が電極位置及びチ
ャンネルを有している。各電極２４は、焼灼行為を実行すべき解剖学的領域内の内因性生
理活動を検出するように構成される。いくつかの実施形態において、電極２４は、例えば
心臓活動の活性化時間のような解剖学的構造内における内因性生理活動の活性化信号を検
出するように構成される。
【００２９】
　電極２４は処理システム３２に電気的に接続される。信号線（図示なし）がバスケット
構造２０上の各電極２４に電気的に接続される。より詳細に後述するように、信号線はプ
ローブ１４の本体１８を通って延び、各電極２４を処理システム３２の入力へ電気的に接
続する。電極２４は解剖学的領域、例えば心筋組織における内因性電気的活動を検出する
。検出された活動、例えば活性化信号は、焼灼に適した心臓内の部位を特定するため、解
剖学的マップ、例えばベクトル場マップを生成することによって医師を支援するように、
処理システム３２により処理される。処理システム３２は検出された活性化信号内におい
て、近距離場信号成分、すなわち、局所的活動に関連し、且つマッピング電極２４に隣接
する組織から生じた活性化信号を、その妨害となる遠距離場信号成分、すなわち、非隣接
組織から生じた活性化信号から識別する。例えば、心房に関する研究において、近距離場
信号成分は心房心筋組織から生じた活性化信号を含み、遠距離場信号成分は心室心筋組織
から生じた活性化信号を含む。病変の存在を発見するため、並びに病変治療のための焼灼
、例えば焼灼治療に適した位置を決定するため、近距離場活性化信号成分をさらに分析す
ることができる。
【００３０】
　処理システム３２は、取得された活性化信号について受信及び処理の少なくとも一方を
行うため、専用回路（例えば、個別の論理素子及び一つ以上のマイクロコントローラ、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、あるいは特別に構成されたプログラマブルデバイス、
例えばプログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、又はフィールドプログラマブルゲー
トアレイ（ＦＰＧＡ）等）を含む。いくつかの実施形態において、処理システム３２は、
受信された活性化信号に関連した情報を受信、解析、及び表示するための命令を実行する
汎用マイクロプロセッサ及び専用マイクロプロセッサの少なくとも一方（例えば、活性化
信号を処理するために最適化することのできるデジタルシグナルプロセッサ、すなわちＤ
ＳＰ）を含む。このような実施形態においては、処理システム３２は、実行されると、信
号処理の一部を実行するようなプログラム命令を含むことができる。プログラム命令は、
例えばマイクロプロセッサやマイクロコントローラによって実行されるファームウェア、
マイクロコード、又はアプリケーションコードを含むことができる。上述の実施形態は単
なる例示であり、読者には処理システム３２が任意の適切な形態をとり得ることが理解さ
れるであろう。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、処理システム３２は、電極２４に隣接する心筋組織にお
ける内因性電気的活動を測定するように構成されてもよい。例えばいくつかの実施形態に
おいて、処理システム３２は、マッピングされた解剖学的特徴における支配的ロータ、あ
るいは発散活動パターンに関連した内因性電気的活動を検出するように構成される。研究
によって、支配的ロータ、及び発散活動パターンの少なくとも一方が心房細動の開始及び
維持において特定の役割を果たし、ロータ経路、ロータコア、及び発散型焦点の少なくと
も一つの焼灼が心房細動の停止に有効となり得ることが示されている。何れの場合におい
ても、処理システム３２は、電圧マップ、ベクトル場マップ、等高線マップ、信頼性マッ
プ、心電図等の関連特性を表示するため、検出された活性化信号を処理する。関連特性は
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、焼灼治療に適した部位を特定する際に医師に利用されてもよい。
【００３２】
　アブレーションプローブ１６は、一つ以上のアブレーション電極３６を支持する可撓性
カテーテル本体３４を含む。一つ以上のアブレーション電極３６は、一つ以上のアブレー
ション電極３６にアブレーションエネルギーを送達するように構成された無線周波数（Ｒ
Ｆ）発生装置３７に電気的に接続される。アブレーションプローブ１６は構造２０と同様
に、治療すべき解剖学的特徴に対して移動可能である。アブレーションプローブ１６は、
一つ以上のアブレーション電極３６が治療すべき組織に対して位置決めされるときに、構
造２０の複数の電極２４の間に、あるいはこれらに隣接して位置決め可能である。
【００３３】
　処理システム３２は、医師によって参照されるため、関連特性の表示を表示装置４０に
出力する。図示の実施形態において表示装置４０は、ＣＲＴ、ＬＥＤ、又は他の種類のデ
ィスプレイ、あるいはプリンタである。表示装置４０は、関連特性を医師にとって最も有
用な形式で表示する。さらに、処理システム３２は、焼灼のために特定された部位におい
て組織に接触するようにアブレーション電極３６を誘導する際に医師を支援するような、
表示装置４０上に表示するための位置特定出力を生成することができる。
【００３４】
　図２は、図１に示すシステム１０において用いられるのに適した、先端に電極２４を含
むマッピングカテーテル１４の一実施形態を示している。マッピングカテーテル１４は可
撓性カテーテル本体１８と、マッピング電極又はセンサ２４を支持するように構成された
三次元構造２０を支持する先端とを有している。マッピング電極２４は心筋組織において
内因性電気的活動、例えば活性化信号を検出し、検出された活動はその後、関連特性の生
成及び表示を介して心拍障害又は他の心筋病変を有する部位を特定する際に医師を支援す
るため、処理システム３２によって処理される。特定された部位に焼灼のような適切な治
療を適用するための適切な位置を決定するため、且つ特定された部位に一つ以上のアブレ
ーション電極３６を誘導するため、この情報を用いることができる。
【００３５】
　図示の三次元構造２０はベース部材４１及びエンドキャップ４２を含み、その間におい
て可撓性スプライン４４は一般に、周方向に空間を形成した関係で延びている。上述のよ
うに、三次元構造２０は開放された内部空間２２を定義するバスケットの形態をとる。い
くつかの実施形態において、スプライン４４はニチノール金属又はシリコーンゴムのよう
な弾力性のある不活性材料で形成され、接触する組織表面に沿って曲げられて適合するた
め、弾力性があり、予め緊張された状態で、ベース部材４１及びエンドキャップ４２の間
に接続される。図示の実施形態において、８個のスプライン４４が三次元構造２０を形成
している。他の実施形態においては、追加の、又はより少ないスプライン４４を用いるこ
とができる。図示のように、各スプライン４４は８個のマッピング電極２４を支持してい
る。三次元構造２０の他の実施形態においては、追加の、又はより少ないマッピング電極
２４を各スプライン４４上に配置することができる。図示の実施形態において、三次元構
造２０は比較的小さい（例えば、直径４０ｍｍ以下）。代替実施形態においては、三次元
構造２０はさらに小さいか、より大きい（例えば、直径４０ｍｍ以上）。
【００３６】
　スライド可能なシース５０は、カテーテル本体１８の長軸に沿って移動可能である。シ
ース５０を前方に（すなわち、先端に向かって）移動させることによって、シース５０に
三次元構造２０が詰められ、従って構造２０は例えば心臓のような解剖学的構造の内部空
間における挿入及び除去に適した、コンパクト且つロープロファイルな状態に潰される。
対照的に、シース５０を後方に（すなわち、基端に向かって）移動させることによって、
三次元構造２０を解放し、構造２０が弾性的に拡張し、図２に示す予め緊張された状態を
とることを許容する。三次元構造２０の実施形態のさらなる詳細は、本明細書においてそ
の全体が参考として取り入れられた「複数電極支持機構（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｄｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ）」と題される米国特許第５，６４７
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，８７０号に開示されている。
【００３７】
　信号線（図示なし）は、各マッピング電極２４に電気的に接続される。信号線はマッピ
ングカテーテル１４の本体１８を通ってハンドル５４内に延長され、多ピンコネクタであ
り得る外部コネクタ５６に接続される。コネクタ５６はマッピング電極２４を処理システ
ム３２に電気的に接続する。マッピングシステム、及び、マッピングカテーテルによって
生成された信号処理のための方法のさらなる詳細は、「可動電極要素を複数電極構造体内
で誘導するためのシステム及び方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ
　Ｇｕｉｄｉｎｇ　Ｍｏｖａｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ
ｉｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）」と題される米国
特許第６，０７０，０９４号、「心臓マッピング及びアブレーションシステム（Ｃａｒｄ
ｉａｃ　Ｍａｐｐｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｂｌａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）」と題される米
国特許第６，２３３，４９１号、「体腔の登録マップの精緻化のためのシステム及びプロ
セス（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｆｉｎｉｎｇ　ａ　
Ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ　Ｍａｐ　ｏｆ　ａ　Ｂｏｄｙ　Ｃａｖｉｔｙ）」と題される米国
特許第６，７３５，４６５号に記載されており、これらの開示は本明細書において参考と
して取り入れられている。
【００３８】
　ここで、他の複数電極構造をマッピングカテーテル１４の先端に配置し得ることに留意
されたい。また、複数のマッピング電極２４が例えば図２に示す単一のマッピングカテー
テル１４ではなく、複数の構造上に配置されてもよいことに留意されたい。例えば、複数
のマッピング構造によって左心房内でマッピングされる場合、複数のマッピング電極を支
持する冠状静脈洞カテーテルと、左心房内に配置された複数のマッピング電極を支持する
バスケットカテーテルとを含む構成が用いられてもよい。他の例として、複数のマッピン
グ構造によって右心房内でマッピングされる場合、冠状静脈洞内に配置するための複数の
マッピング電極を支持する１０極カテーテルと、三尖弁輪の周辺に配置するための複数の
マッピング電極を支持するループカテーテルとを含む構成が用いられてもよい。
【００３９】
　マッピング電極２４はマッピングカテーテル１４のような専用のマッピングプローブに
よって支持されていると記載されているが、マッピング電極は非マッピング専用プローブ
又は多機能プローブ上に支持されてもよい。例えば、アブレーションカテーテル１６のよ
うなアブレーションカテーテルは、カテーテル本体の先端上に配置され、且つ信号処理シ
ステム３２及び誘導システム（図示なし）に接続された一つ以上のマッピング電極２４を
含むように構成することができる。他の例として、アブレーションカテーテルの先端のア
ブレーション電極は、マッピング電極としても動作するように、信号処理システム３２に
接続されてもよい。
【００４０】
　システム１０の動作を説明するため、図３は複数のマッピング電極２４を含むバスケッ
ト構造２０の一実施形態の概略側面図を示している。図示の実施形態において、バスケッ
ト構造は６４個のマッピング電極２４を含む。マッピング電極２４は８個のスプライン（
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、及びＨ）の各々の上の、８個の電極のグループ（１、２、
３、４、５、６、７、及び８）に配置されている。６４個のマッピング電極２４の構成が
バスケット構造２０上に配置されて示されているが、マッピング電極２４は代わりに異な
る数、異なる構造、及び異なる位置の少なくとも一つにおいて配置されてもよい。また、
複数のバスケット構造は異なる解剖学的構造から信号を同時に取得するため、同じ、又は
異なる解剖学的構造内に配置することができる。
【００４１】
　バスケット構造２０が治療すべき解剖学的構造（例えば、心臓の左心房又は左心室）に
隣接して配置された後、処理システム３２は、解剖学的構造の内因性生理活動に関連した
各電極２４のチャンネルからの活性化信号を記録するように構成される。すなわち、電極
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２４は、解剖学的構造の生理機能に固有の電気的活性化信号を測定する。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、処理システム３２は、ロータ活動パターンのコア、ある
いは発散活動パターンの焦点の位置を特定するため、生成されたベクトル場マップにおい
てシグネチャパターンを特定するように構成される。コア及び焦点の少なくとも一方の位
置を用いて、対応する組織位置で治療を行うため、医師は特定されたコア及び焦点の少な
くとも一方の位置に治療装置、例えばアブレーションカテーテルを誘導することができる
。図４に示すベクトル場マップ６０は、一定の期間中に隣接又は近接する電極２４に対し
て各電極２４で検出された活性化信号の局所的な伝搬方向を各ベクトルによって表したベ
クトル場である。図４はまた、焦点から発散して伝搬する心房細動中の活性化信号の活性
化マップ６２を示している。処理システム３２は電極位置において活性化信号を検出し、
現在の電極位置における活性化信号に関連した開始時間を決定する。伝搬する活性化信号
に対応したベクトルを決定するため、処理システム３２は、現在の電極位置において検出
された活性化信号と、隣接する電極位置において検出された活性化信号との間の時間差に
従って、隣接又は近接する電極２４において検出された活性化信号の円形平均を算出する
。いくつかの実施形態において、処理システム３２は以下の式に従って各ベクトルを決定
する。
【００４３】
【数１】

　Ｔ０は現在の電極位置における活性化信号の開始時間であり、Ｔθは角度θの位置の隣
接する電極における活性化信号の開始時間である。角度θは、隣接する電極２４の角度に
基づく。例えば、８個の隣接する電極２４は、θ＝［０，π／４，π／２，３π／４，π
，５π／４，３π／２，７π／４］としてベクトルを決定するために用いることができる
。計算効率を上げるため、斜めの角度を除外した角度θ＝［０，π／２，π，３π／２］
として、４個の隣接する電極２４を用いることもできる。あるいは、θ＝［π／４，３π
／４，５π／４，７π／４］以外の斜めの角度を含めることもできる。処理システム３２
は、選択された期間にわたって検出された複数の活性化信号の平均に基づいて各ベクトル
が生成されるように、複数の連続した活性化信号にわたって各電極位置において決定され
たベクトルを平均化するように構成することができる。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、処理システム３２はマッピング電極２４と、対応する電
極２４に接触又は直接隣接する解剖学的構造との間の接触に基づいて、各ベクトルに対す
る信頼性指標を生成する。インピーダンス／コンダクタンスや電極に隣接する力／歪みセ
ンサからの信号のような代用尺度は、電極と組織との間の接触が良好か不良かを決定する
ために用いることができる。いくつかの場合において、組織接触が良好であるにも拘わら
ず、信号に多くのノイズが含まれるために確実に活動を識別することが困難となる場合が
ある。信頼性指標は、信号対雑音比のような尺度を用いて信号のノイズレベルを定量化す
ることができる。信頼性指標はその後、ユーザに視覚的に信頼性を伝えるため、各ベクト
ルを修飾するために用いることができる。例えば、太い線は細い線よりもより信頼性の高
いベクトルであるとして識別することができるように、信頼性を示すための線の太さや色
を修飾することができる。一般的な活性化マップにおいて、電極位置における電圧の振幅
は色のスペクトルの変化により可視化されるため、対応する電極位置における活性化信号
の信頼性指標を、電圧情報に加えて一般的な活性化マップに組み込むことは困難である。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、処理システム３２は、各ベクトル場マップのためのシグ
ネチャパターンを決定するように構成される。各ベクトル場マップは、テンプレートバン
クに記憶された複数のベクトル場テンプレートの内の一つ以上と比較することができる。
ベクトルバンクは、処理システム３２内のメモリにローカルに記憶されたデータベースや
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配列、又は複数のベクトルテンプレートとすることができ、あるいは遠隔地に記憶され、
ネットワークやインターネット接続を介してアクセス可能なものとすることができる。各
ベクトル場テンプレートは、シグネチャパターンと、シグネチャパターンに関連した位置
とを有するベクトル場を含む。例えば、シグネチャパターンは、心臓の細動に関連した支
配的ロータ及び発散活動パターンの少なくとも一方の特定に関するパターンを含んでもよ
い。各ベクトル場テンプレートは、関連した位置を有する固有のシグネチャパターンを含
んでもよく、シグネチャパターンは例えば、コア位置を有するロータコア及びロータ経路
の少なくとも一方を含むロータ活動を表し得る渦巻パターン、あるいは焦点位置を有する
焦点活動を表す発散パターンを含む。
【００４６】
　図５は、生成されたベクトル場マップ７０と、処理システム３２がベクトル場マップ７
０と比較することのできる６個のベクトル場テンプレート７２との一例を示している。ベ
クトル場マップ７０について、ベクトルは、スプラインＥの電極５の辺りが中心となる焦
点位置を有する発散パターンを示している。処理システム３２は距離に基づくアルゴリズ
ム、あるいは類似性に基づくアルゴリズムを用いることができ、これはその後、生成され
た各ベクトル場を、テンプレートバンクのベクトル場テンプレート７２の内の少なくとも
一つと比較する。左側の三つのテンプレート７２は、様々な位置が中心となる焦点位置を
有する発散ベクトル場を示しており、右側の三つのテンプレート７２は、様々な位置にお
いてコア位置を有する渦巻ベクトル場を示している。いくつかの実施形態において、処理
システム３２は、生成されたベクトル場マップに適用された信頼性アルゴリズムに基づい
て、各ベクトル場テンプレート７２に対する類似性指標Ｐを決定する。Ｎ個の電極上のベ
クトル場は、Ｎ×２次元空間内の単一の「スーパーベクトル」と考えることができる。指
標Ｐは、Ｎ×２次元空間内のベクトル場テンプレートのスーパーベクトルの方向に沿って
、観察されたベクトル場の「スーパーベクトル」を単位ベクトル上に投影することによっ
て得られる。図５に示すように、Ｐ＝１．８２のテンプレート７２は、生成されたベクト
ル場マップ７０に最も高い類似性を示している。Ｐ＝１．８２のテンプレートは、スプラ
インＤとＥの間で電極４と５の間に焦点が位置する発散パターンを有しており、生成され
たベクトル場マップ７０に非常に類似している。特定されたベクトル場テンプレート７２
及び焦点位置について、処理システム３２は、対応するテンプレートの焦点位置を焼灼治
療のための候補として表示装置４０に出力することができる。
【００４７】
　生成されたベクトル場マップ７０とベクトル場テンプレート７２とを比較するため、処
理システム３２はベクトル場マップのベクトルをベクトル場テンプレート上に投影し、そ
の後、類似性アルゴリズム及び距離アルゴリズムの少なくとも一方に基づいて類似性指標
を決定する。ベクトル場テンプレート７２は、単位テンプレートの観点から表されるベク
トル場テンプレートを生成するため、例えばフロベニウスノルムに従って正規化すること
ができる。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、処理システム３２は、生成されたベクトル場マップ７０
の各ベクトルに対して信頼性指標を決定し、テンプレートバンクとの比較のために予め選
択された信頼性の閾値を満たすベクトルを選択する。言い換えると、処理システム３２は
ベクトル場マップ７０からベクトルのサブセットを決定し、ベクトル場テンプレートとの
テンプレートマッチングは信頼性の高いベクトルを用いて行われる。ベクトルについて決
定された信頼性は、ベクトルに対応する活性化信号を検出したマッピング電極２４のコン
ダクタンスに影響され得る。例えば、合計６４個のマッピング電極の内の３６個のマッピ
ング電極について、決定された信頼性指標に基づく信頼性の高い活性化信号の検出がなさ
れた場合、その後、処理システム３２は類似性指標を決定するため、３６個の信頼性の高
いマッピング電極２４に関連した３６個のベクトルを各ベクトル場テンプレート７２上に
投影する。ベクトルのサブセットのみが類似性指標を決定するために用いられるため、処
理システム３２は、投影ベクトルの数が減少することによって計算時間及び複雑さが減少
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するため、より効率的に各テンプレート７２に対する類似性指標を決定することができる
。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、処理システム３２は、シグネチャパターンと、それに対
応するサブセット内の位置、部分空間、あるいは各ベクトル場マップ７０の領域とを特定
する。シグネチャパターン及び位置は、複数の連続した、あるいは後続のベクトル場マッ
プ７２に対して決定することができる。処理システム３２は、複数の全く別個のサブセッ
ト、及び重複するサブセットの少なくとも一方において、並行して、あるいは経時的にシ
グネチャパターン及び位置を特定することができる。サブセットのシグネチャパターンは
、各ベクトル場マップ７０全体についてのグローバルなシグネチャパターンを特定するた
めに用いることができる。例えば、処理システム３２は、解剖学的構造の異なる領域に対
応する全ての、あるいは予め選択されたサブセットについて特定されたシグネチャパター
ンについて、順位付けをすることができる。グローバルなシグネチャパターンは、全く別
個の、あるいは重複するサブセットについて特定されたシグネチャパターンの内、最上位
に順位付けされたものに従って特定することができる。
【００５０】
　全てのベクトル場が生成され、対応するシグネチャパターン及び位置が特定されると、
処理システム３２は細動のような心臓の病変を緩和又は除去するため、焼灼治療のような
治療の候補であるシグネチャパターン位置を決定することができる。
【００５１】
　記載された例示的な実施形態に対して本発明の範囲から逸脱することなく、様々な修正
及び追加を行うことができる。例えば、上述の実施形態は特定の特徴について述べている
が、本発明の範囲にはまた、異なる特徴の組み合わせを有する実施形態、及び記載された
特徴の全てを含まない実施形態も含まれる。従って、本発明の範囲は、その全ての均等形
態とともに、特許請求の範囲内に入るような全ての代替、修正、及び変形形態を包含する
ことを意図する。
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