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(57)【要約】
外部電極または皮膚電極を用いて取得した心臓信号を分
析することによって、患者が埋込心臓刺激装置の取付に
適合しているか否か判断するためのツールと装置が提供
される。ツールは、印刷心電図ストリップに対して視覚
的に比較を行なう形状を含んでもよい。またユーザに対
して少なくとも幾つかの分析機能を、電子的に行なう自
動装置が開示される。一例において、特定の埋込位置を
備えた、および／または心臓信号分析方法を組込んだ心
臓刺激装置の取付について患者の適合性を保証するため
に、印刷心電図ストリップと１つの形状との比較を視覚
的に行なう。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　埋込心臓刺激装置を取付けるための指標を示す患者をスクリーニングするスクリーニン
グ方法であって、前記スクリーニング方法は、
　患者スクリーニングツールを提供する提供工程であって、前記患者スクリーニングツー
ルは、第１構造の埋込心臓刺激装置の取付に適合する個人を識別するために調整された第
１可視目印を有すること；
　患者の皮膚において、第１位置に複数の皮膚電極を配置する配置工程であって、前記第
１位置は、前記第１構造の埋込心臓刺激装置の電極の予定埋込位置に対応することと；
　前記第１位置の前記皮膚電極を用いて、心電図信号の取得と印刷を行なう取得印刷工程
と；
　印刷心電図信号と前記第１可視目印を視覚的に比較する比較工程と；
　前記印刷心電図信号が前記患者スクリーニングツールのスクリーニング基準を満たす場
合、前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付に患者が適合しているとの判断を行ない、ま
た前記判断がなされない場合、前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付を患者に行なうべ
きではないと判断する判断工程と
を有することを特徴とする、スクリーニング方法。
【請求項２】
　前記比較工程は、スクリーニングテストとして実行され、前記スクリーニングテストは
、
　前記印刷心電図のＱＲＳ群を識別する工程と；
　前記第１可視目印に利用可能な複数の形状のうち、識別した前記ＱＲＳ群に対して適正
な振幅測定値を有する形状を選択する工程と；
　選択した前記形状を、識別した前記ＱＲＳ群にアライメントする工程と；
　前記ＱＲＳ群が、選択した前記形状からハミ出し、そして埋込心臓刺激装置の誤検出に
対応しているか否かを観察する工程と；
　選択した前記形状からの前記ハミ出しが観察されない場合、前記ＱＲＳ群は前記スクリ
ーニングテストに成功していると判断し、また選択した前記形状からの前記ハミ出しが観
察される場合、前記ＱＲＳ群は前記スクリーニングテストに失敗していると判断する工程
と
を含む、請求項１記載のスクリーニング方法。
【請求項３】
　前記スクリーニングテストは、複数の前記ＱＲＳ群について行われ、
　テストした前記ＱＲＳ群が成功している場合、前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付
は患者に適合していることが前記印刷心電図に示される、
　請求項２記載のスクリーニング方法。
【請求項４】
　前記第１可視目印は、それぞれの前記形状に関連する振幅インジケータを有する、
　請求項２記載のスクリーニング方法。
【請求項５】
　前記複数の予定埋込位置は、患者の皮膚下と、患者の胸郭上とに位置付けされる、
　請求項１記載のスクリーニング方法。
【請求項６】
　前記スクリーニング方法は更に、
　前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付を患者に行なうべきではないと判断した場合、
患者の皮膚において少なくとも１つの第２位置に、複数の前記皮膚電極のうちの少なくと
も１つを配置する工程であって、前記第２位置は、第２構造の埋込心臓刺激装置に対応す
ることと；
　前記第２構造の埋込心臓刺激装置の取付に患者が適合しているか否か判断するために、
前記取得印刷工程と前記比較工程を繰返し行なうことと
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を含む、請求項５記載のスクリーニング方法。
【請求項７】
　前記スクリーニング方法は更に、
　前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付を患者に行なうべきではないと判断した場合、
第２患者スクリーニングツールを提供する工程であって、前記第２患者スクリーニングツ
ールは、第２構造の埋込心臓刺激装置の取付に適合する個人を識別するために調整される
ことと；
　前記皮膚電極を前記第１位置にして第２患者スクリーニングツールを使用する前記比較
工程を繰返すことと
を含む、請求項５記載のスクリーニング方法。
【請求項８】
　前記患者スクリーニングツールは、心イベント検出プロファイルの少なくとも或る部分
に対応するように構成された複数の形状を含み、
　前記心イベント検出プロファイルは、前記心イベントの検出に使用される前記第１構造
の埋込心臓刺激装置によって使用される、
　請求項１記載のスクリーニング方法。
【請求項９】
　前記患者スクリーニングツールの前記複数の形状は、取得見込みの複数の信号振幅範囲
に一致するように大きさが形成され、
　前記印刷心電図上の特定の受信ＱＲＳ群に、１つの形状のみが識別され使用される、
　請求項８記載のスクリーニング方法。
【請求項１０】
　前記患者スクリーニングツールは、透明フィールドを有し、
　前記透明フィールドに前記形状が配置され、前記患者スクリーニングツールを前記印刷
心電図に重ねて互いに比較可能とされている、
　請求項８記載のスクリーニング方法。
【請求項１１】
　前記患者スクリーニングツールは、個々の形状に対応する透明領域を含み、選択した形
状を印刷心電図上に重ねて互いに比較可能としている、
　請求項８記載のスクリーニング方法。
【請求項１２】
　前記患者スクリーニングツールは、前記皮膚電極を配置するための適正な間隔の目印を
含む、
　請求項８記載のスクリーニング方法。
【請求項１３】
　前記取得印刷工程は、患者の第１姿勢と第２姿勢それぞれについて行われ、
　前記比較工程は、前記患者から取得した前記印刷心電図信号を、少なくとも前記第１姿
勢と前記第２姿勢それぞれと比較することを含む、
　請求項１記載のスクリーニング方法。
【請求項１４】
　スクリーニングステンシルが印刷された材質の透明シートを有する患者スクリーニング
ツールであって、
　前記スクリーニングステンシルは、透明なシート上に、複数の可視形状を有する可視目
印を有し、
　前記透明シートは、特定構造の埋込心臓刺激装置に印加可能な入力電圧の全範囲を対象
とする大きさ特性を有し、
　前記スクリーニングツールは、印刷心電図データとの比較が行えるように大きさに形成
され、
　前記印刷心電図データは、前記特定構造の埋込心臓刺激装置の取付が見込まれる患者か
ら、振幅ゲインと印刷スイープ速度を含む所定の印刷ガイドラインに準拠して取込まれる



(4) JP 2010-536506 A 2010.12.2

10

20

30

40

50

ことを特徴とする、患者スクリーニングツール。
【請求項１５】
　埋込心臓刺激装置において、術前患者スクリーニングに使用されるスクリーニングキッ
トであって、前記スクリーニングキットは、
　印刷心電図トレースとの比較用の第１目印を含む第１患者スクリーニングツールであっ
て、前記第１目印は、第１構造の埋込心臓刺激装置に組込まれる心臓信号分析法の特性に
対応することと；
　患者スクリーニングツールを使用するための指示と
を有し、
　前記指示は、
　患者の皮膚において、前記第１構造の埋込心臓刺激装置の電極の予定埋込位置に対応す
る第１位置に複数の皮膚電極を配置することと；
　配置した前記皮膚電極を用いて、心電図信号の取得と印刷を行なうことと；
　前記印刷心電図信号と前記第１患者スクリーニングツールを、視覚的に比較すること；
　前記印刷心電図信号が前記第１患者スクリーニングツールのスクリーニング基準を満た
す場合、前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付に患者が適合しているとの判断を行ない
、また前記判断がなされない場合、前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付を患者に行な
うべきではないと判断することと
を有することを特徴とする、スクリーニングキット。
【請求項１６】
　前記スクリーニングキットは更に、印刷心電図トレースとの比較用の第２可視目印を有
する第２患者スクリーニングツールを有し、
　前記第２可視目印は、第２構造の埋込心臓刺激装置に統合された第２心臓信号分析法の
特性に対応する、
　請求項１５記載のスクリーニングキット。
【請求項１７】
　前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付を患者に行なうべきではないと判断する場合、
前記指示は、複数の皮膚電極を配置するための第２位置を有する、
　請求項１５記載のスクリーニングキット。
【請求項１８】
　第１構造の埋込心臓刺激装置の取付に患者が適合しているか否かの判断に使用される患
者スクリーニング装置であって、前記患者スクリーニング装置は、
　ユーザによるデータ入力と、前記ユーザに対するデータ表示とを可能にするユーザイン
タフェースと；
　複数の皮膚電極への接続を行なう入出力部と；
　前記第１構造の埋込心臓刺激装置のフィルタリングと検出の特性をエミュレートするよ
うに構成される演算回路と
を備え、
　前記演算回路は、
　患者への配置と接続を行なった前記皮膚電極から、前記入出力部を介してデータを取得
することと；
　前記第１構造の埋込心臓刺激装置のフィルタリングと検出の特性をエミュレートするこ
とと；
　前記第１構造の埋込心臓刺激装置が、患者の心臓データを正確に分析可能か否か判断す
ることであって、前記判断が肯定的になされる場合、前記第１構造の埋込心臓刺激装置の
取付に患者は適合していると判断し、前記判断が否定的な場合、前記第１構造の埋込心臓
刺激装置の取付を患者に行なうべきではないと判断することと
を実行するように構成されることを特徴とする、患者スクリーニング装置。
【請求項１９】
　前記第１構造の埋込心臓刺激装置の取付を患者に行なうべきではないと判断する場合、
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前記患者スクリーニング装置は、第２構造の埋込心臓刺激装置の取付に患者は適合してい
るか否か判断するために、患者から取得した信号を、前記第２構造の埋込心臓刺激装置の
フィルタリングと検出の特性のエミュレーションを用いて分析するように構成される、
　請求項１８記載の患者スクリーニング装置。
【請求項２０】
　前記演算回路は、前記第１構造の埋込心臓刺激装置のテスト中に、前記皮膚電極を適正
な位置において患者に配置することをユーザに命じるために、前記ユーザインタフェース
を使用するように構成される、
　請求項１８記載の患者スクリーニング装置。
【請求項２１】
　前記演算回路は、データ取得中に少なくとも第１姿勢と第２姿勢をとるように患者に指
示することをユーザに命じるために、前記ユーザインタフェースを使用するように構成さ
れる、
　請求項１８記載の患者スクリーニング装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、埋込医療装置の分野に関する。より詳細には、本発明は埋込心臓刺激装置、
および埋込心臓刺激装置の取付に患者が適合しているか判断する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　埋込心臓刺激装置（ＩＣＳＤ）は、患者の心臓機能の悪性不整脈を自動的に検出し、適
切な治療を提供するために有益に用いられる。患者が不整脈を生じやすいか、および埋込
心臓刺激装置の取付が患者に利益となるか判断するための指標として、周知のものがある
。たとえば患者の病歴に結付けられた駆出率の測定によって、埋込心臓刺激装置の埋込が
患者に利益となるか否か判断できる。埋込心臓刺激装置を必要とする患者が識別されると
、次のステップとして、複数の埋込心臓刺激装置のうちから患者のニーズを最も満たす埋
込心臓刺激装置が決定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第６，６４７，２９２号明細書
【特許文献２】米国特許第６，７２１，５９７号明細書
【特許文献３】米国特許第７，１４９，５７５号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１１／４４１，５２２号明細書
【特許文献５】米国特許出願第１１／４４１，５１６号明細書
【特許文献６】米国特許出願第１１／４４２，２２８号明細書
【特許文献７】米国特許出願第１１／６２３，４７２号明細書
【特許文献８】米国特許出願第１１／６７２，３５３号明細書
【特許文献９】米国特許第７，３３０，７５７号明細書
【特許文献１０】米国特許第７，２４８，９２１号明細書
【特許文献１１】米国特許第７，３７６，４５８号明細書
【特許文献１２】米国特許仮出願第６１／０３４，９３８号明細書
【特許文献１３】米国特許仮出願第６１／０５１，３３２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特定の埋込心臓刺激装置に適合する患者を、識別するためのツールが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明は、一実施形態において、特定の患者が特定の埋込心臓刺激装置の取付に適合し
ているか否か判断するための方法に関する。一実施形態において、印刷心電図（印刷ＥＣ
Ｇ）との比較用に設計されたステンシルを含む術前患者スクリーニングツールが提供され
る。ステンシルは、特定の埋込心臓刺激装置が心臓事象（心イベント）をいかに検出する
かについての目印を提供する。患者の皮膚に皮膚電極を置き、この皮膚電極によって患者
から心電図信号を取得して印刷心電図を生成する。その後、印刷心電図上のＱＲＳ群の開
始部にステンシルをアライメントすることによって、印刷心電図をステンシルと比較する
。ＱＲＳ群と立下がり信号の一部とがステンシルによって規定されたエリア内にある場合
、このＱＲＳ群は成功し、患者が特定の埋込心臓刺激装置に適合していることを表す。１
つまたは複数のＱＲＳ群をテストしてもよい。このような方法を行なうためのツールまた
はキットが、他の実施形態として含まれる。
【０００６】
　別の実施形態において、本発明は、埋込心臓刺激装置と共に使用されるプログラマ装置
を含む。プログラマ装置は、患者の皮膚に配置可能な電極に取付けられる入力部を含む。
プログラマ装置は、アクティブにされて患者の皮膚から心電図信号を取得でき、特定の埋
込心臓刺激装置の取付に患者が適合しているか否か判断してもよい。別の実施形態におい
て、プログラマ装置は、複数の可能な埋込心臓刺激装置のうちから、取付が患者に適合し
ている埋込心臓刺激装置を判断してもよい。更に別の実施形態において、同様に患者の心
電図の取得と自動分析を行なうために、機能性が不十分なプログラマ装置のテスト装置を
使用してもよい。プログラマ装置またはテスト装置は、取得した信号で埋込装置を動作さ
せるというフィルタリングをエミュレートするように構成されてもよい。このようなプロ
グラマ装置とテスト装置に関連する方法は、他の実施形態を成す。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】患者スクリーニングツールの一例を示す模式図。
【図２】患者スクリーニング方法を示す絵画図。
【図３】埋込心臓刺激装置の皮下埋込を行なう、様々なキャニスタ位置と電極位置を示す
模式図。
【図４】患者スクリーニングツールの形状を示す模式図。
【図５Ａ】患者スクリーニングツールの形状と、取得した心臓信号との比較図。
【図５Ｂ】患者スクリーニングツールの形状と、取得した心臓信号との比較図。
【図５Ｃ】患者スクリーニングツールの形状と、取得した心臓信号との比較図。
【図６】複数の形状を有する、透明な患者スクリーニングツールを示す模式図。
【図７】１つの心電図ストリップに対する、複数のトレースの形状比較を示す模式図。
【図８】患者スクリーニングツールのステンシルに使用される別の形状を示す模式図。
【図９】３つのトレースが印刷されたストリップと比較される形状を有する、システムの
模式図。
【図１０】方法の一例を示すブロック図。
【図１１】患者からデータを取得し、埋込心臓刺激装置に対する患者の適合性についてフ
ィードバックを与える別のシステムを示す模式図。
【図１２】患者からデータを取得し、埋込心臓刺激装置に対する患者の適合性についてフ
ィードバックを与える更に別のシステムを示す模式図。
【図１３】複数の利用可能な患者スクリーニングツールからの選択を、患者に可能にする
別の実施形態を示す模式図。
【図１４】図１に示す患者スクリーニングツールの、動作実施形態の詳細を示す模式図と
グラフ。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面を参照して、以下の詳細な説明を読まれたい。図面は実施形態を示すものであり、
必ずしも実際の縮尺ではない。また本発明の範囲を制限することを意図していない。
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　本明細書において、実施者またはユーザは、本明細書に開示する方法の実施もしくはそ
の補助を行なう、または本明細書に開示する装置もしくはシステムを使用する医師、医師
助手、医療技師、看護師などであってもよい。本明細書において、ステンシルとは、１つ
以上のパターンまたは形状を有する視覚補助具である。このようなパターンまたは形状は
、埋込が見込まれる患者の心臓信号が特定の検出方法または特定の検出装置に適合するか
否か判断するのに使用される。
【０００９】
　一実施形態は、特定の患者が特定の埋込心臓刺激装置の取付に適合するか否か判断する
方法を含む。この実施形態において、印刷心電図との比較用に設計されたステンシルを有
する術前患者スクリーニングツールが提供される。一実施形態において、ステンシルには
、選択した埋込心臓刺激装置が心イベントを検出するための目印が設けられる。幾つかの
実施形態は、たとえば図１１と図１２を参照して以下に説明するように、患者スクリーニ
ングの他の解決法を用いる。
【００１０】
　一実施形態によると、皮膚電極を、患者の皮膚において或る位置に置く。この位置とは
、特定の埋込心臓刺激装置において使用される１組の皮下検知電極の埋込位置に対応する
。この皮膚電極を使用する患者から心電図信号が取得され、印刷心電図信号が生成される
。皮下心電図の代用として、体表面心電図をこの分析に用いてもよい。
【００１１】
　この実施形態において、印刷心電図上のＱＲＳ群の開始点（あるいはＲ波またはＴ波の
ピークなど他の信号特性）に、ステンシル内の適切な大きさの形状をアライメントするこ
とによって、印刷心電図とステンシルの比較を行なう。ＱＲＳ群と信号終端部の一部とが
ステンシルに規定された形状内に位置する場合、ＱＲＳ群は成功し、患者が特定の埋込心
臓刺激装置に適合し得ることを表す。ＱＲＳ群および／または信号終端部の一部が形状か
らハミ出す場合、このＱＲＳ群を生成した一対の電極は、所定の位置と患者の所定の姿勢
に対する適合性が低いと見なされる。
【００１２】
　図１には、患者スクリーニングツール１０の一実施形態を示す。患者スクリーニングツ
ール１０は、たとえば透明プラスティックシート上に印刷されてもよい。スクリーニング
ツール１０作成の詳細は、異なってもよい。
【００１３】
　患者スクリーニングツール１０は、レートスケール１２を有する。レートスケール１２
は、印刷ストリップのＱＲＳ群を、垂直方向矢印（レートスケール１２の左端付近）にア
ライメントし、アライメントしたＱＲＳ群の右側の第２ＱＲＳ群がスケール上のどこに現
れるか判断することによって患者の継続的な心調律のレートを推定する場合に、使用され
てもよい。一実施形態において、患者の心拍数が、所定の範囲内（たとえば毎分１２０拍
未満）である場合に患者スクリーニングを行なうように、ならびに所定の印刷速度（たと
えば２５ｍｍ／ｓｅｃ）で心電図の印刷を行なうように実施者は指示される。選択した速
度においてのみスクリーニングを実行させるこうした提示は、必要に応じて省略してもよ
い。
【００１４】
　また間隔ガイド１４が設けられる。間隔ガイド１４は、皮下電極位置を互いに相関させ
るべく、適正な位置において皮膚電極を患者に配置するための目印として用いられてもよ
い。図１に示す実施形態において、スクリーニングツールは、図２に示すものと同様の皮
下埋込心臓刺激装置用に構成されている。
【００１５】
　図２に簡単に示すように、キャニスタ７２は側部ポケットに埋込まれ、キャニスタ７２
から人体の中心方向にリードが延在する。このリードは、胸骨（剣状突起部付近）に達す
ると患者の頭部に向けられる。この実施形態においては、電極７４，７６，７８が胸骨の
左方に沿って配置される。このようなシステムにおいて、第１検知電極７４は患者の剣状
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突起部よりも１ｃｍ～２ｃｍ上方且つ剣状胸骨の左方に配置される。また第２検知電極７
６は、互いに約１４ｃｍ離間された切開部を用いて、第１検知電極７４よりも約１２ｃｍ
上方（上位）に配置される。図１に示す実施形態において、間隔ガイド１４は、第１切開
部の識別を可能にする「１４ｃｍガイド」として示されており、切開部付近への皮膚電極
の配置を適正に行なうことができる。間隔ガイド１４は、任意で含まれる。
【００１６】
　コイル電極７８を必要に応じて検知に使用してもよく、対応する皮膚電極を配置するた
めの他の目印を間隔ガイド１４に含んでもよい。間隔ガイド１４が含まれる場合、他の距
離と配置を用いてもよい。すなわち１４ｃｍガイドは単に一実施形態を示すものであり、
制限的なものとして見なされるべきではない。
【００１７】
　図１に再び戻り、患者スクリーニングツール１０は、ステンシル１６を更に有する。ス
テンシル１６は、複数の形状２０，２２，２４，２６，２８，３０を有する。これらの形
状は、患者スクリーニングツール１０の中心を通るアライメントラインに沿って配置され
る。図１には示さないが、一動作実施形態において、個々の形状は、輪郭によってだけで
なくそれぞれ一意の色で示される。
【００１８】
　形状２０，２２，２４，２６，２８，３０は、それぞれの形状に最小ＱＲＳ振幅を示す
破線を設けることによって、心電図の振幅の特定範囲に使用される大きさとなるように形
成されている。たとえば形状２４の最大幅部分の縁は、形状２６の破線３２，３２Ａにア
ライメントされる。また形状２６の最大幅部分の縁３４，３４Ａは、形状２８の破線に一
致する。アライメントしたＱＲＳのピーク振幅が形状２６の破線３２，３４間のスペース
、または形状２６の破線３２Ａ，３４Ａ間のスペースに入らない場合、形状２６は使用さ
れない。したがって、破線は、形状２０，２２，２４，２６，２８，３０を使用するため
の振幅ガイドラインとなる。この実施形態において、形状２０，２２，２４，２６，２８
，３０は重ならない。
【００１９】
　形状２０，２２，２４，２６，２８，３０のうちのいずれの振幅ガイドラインも満たさ
ないＱＲＳを取得した場合、この心電図の印刷出力を行なった心電図モニタのゲイン設定
を変更してもよい。たとえば取得したＱＲＳ群が、形状３０よりも大き過ぎる場合は心電
図レコーダ／プリンタのゲインを低くする。また取得したＱＲＳ群が形状２０よりも小さ
過ぎる場合は、心電図レコーダ／プリンタのゲインを高くする。患者スクリーニングツー
ル１０は、利用可能なゲインを制限する指示を含んでもよい。一実施形態によると、印刷
速度２５ｍｍ／ｓｅｃにおいて５ｍｍ／ｍＶ～２０ｍｍ／ｍＶの範囲においてのみ患者ス
クリーニングツールを使用するように、ユーザは指示を受ける。この範囲は、スクリーニ
ングを実行中の埋込心臓刺激装置の入力パラメータに依存して変更し得る。許容範囲の心
電図ゲイン設定では形状２０，２２，２４，２６，２８，３０の振幅ガイドラインを満た
さない場合、現在使用中の電極では、患者スクリーニングテストに失敗したことになる。
【００２０】
　所定の患者が特定の埋込心臓刺激装置の取付に適合するか否か判断するために、適切な
大きさに形成されている形状を、ＱＲＳ群にアライメントし、印刷心電図との比較を行な
う。これについては、以下のように図５Ａ～図５Ｃに示す。図５Ａには患者スクリーニン
グに成功したＱＲＳの比較を示し、図５Ｂには患者スクリーニングに失敗したＱＲＳの比
較を示し、図５Ｃには誤って選択した形状を示す。つまり、適切に大きさが形成されてい
る形状２０，２２，２４，２６，２８，３０からトレースがハミ出す場合、ＱＲＳは失敗
となり、ハミ出さない場合は成功となる。
【００２１】
　患者が特定の装置に適合するか否かは、１つ以上のＱＲＳ群をステンシル１６と比較す
ることによって判断できる。幾つかの実施形態において、患者に異なる姿勢（座位、直立
姿勢、側臥位など）をとらせ、それぞれの姿勢についてテストを行なうことによって、複



(9) JP 2010-536506 A 2010.12.2

10

20

30

40

50

数の測定を行なう。特定の埋込心臓刺激装置に利用できる１つ以上の検知ベクトルについ
てテストを行なってもよい。
【００２２】
　テストを行なった構造の特定の埋込心臓刺激装置を埋込むべきか否か、または異なる治
療（たとえば異なる埋込心臓刺激装置、もしくは構造は異なるが同じ埋込心臓刺激装置）
を使用するべきか否かについては、スクリーニングに応じて決定する。可能であれば患者
が成功するまで、複数の埋込心臓刺激装置システムに対して、および／または１つの埋込
心臓刺激装置の複数の構造に対して、様々なテストツール１０を利用してもよいと想定さ
れる。
【００２３】
　図２には、埋込前スクリーニングと埋込装置との比較を行えるように、埋込前スクリー
ニングと埋込装置の両方を含む処理を示す。図２に示す埋込前スクリーニングにおいて、
心電図レコーダ５０は、患者５８に配置される皮膚電極５２，５４，５６に接続される。
心電図レコーダ５０は、プリンタ６０に接続されている。プリンタ６０を使用して、患者
スクリーニングツール６４との比較用の心電図ストリップ６２が作成される。患者５８が
スクリーニングに成功すると、埋込処置が行われる。埋込前スクリーニングが成功して埋
込が完了すると、皮下埋込心臓刺激装置システム７０（「埋込システム７０」とも言う）
となる。
【００２４】
　埋込システム７０において、キャニスタ７２はほぼ左腋窩における乳房下部に沿って（
または乳房下方に）配置され、第１検知電極７４は剣状突起部よりも数センチメートル上
位且つ剣状突起部の左方に配置され、コイル７８は中心線よりも左に約１ｃｍ～約２ｃｍ
の胸骨の左方に沿って延在し、第２検知電極７６はコイル７８よりも上位に配置されてい
る。「Ａ」を第２検知電極７６とし、「Ｂ」を第１検知電極７４とし、「Ｃａｎ」をキャ
ニスタ７２の一部に配置される電極（またはキャニスタ７２の一部として規定される電極
）とした場合、埋込システム７０は、Ａ－Ｃａｎ、Ｂ－Ｃａｎ、およびＡ－Ｂの３つの検
知ベクトルを規定する。
【００２５】
　埋込システム７０の１組の検知ベクトルを模倣するように、皮膚電極５２，５４，５６
は、埋込前スクリーニング時に患者５８に配置される。皮膚電極５６は埋込電極７６に相
当し、皮膚電極５４は埋込電極７４に相当し、皮膚電極５２は埋込まれたキャニスタ７２
上の電極に相当する。この結果、心電図レコーダは、Ａ－Ｂ検知ベクトルに相関するＣｈ
．Ｉからの信号と、Ａ－Ｃａｎ検知ベクトルに相関するＣｈ．ＩＩからの信号と、Ｂ－Ｃ
ａｎ検知ベクトルに相関するＣｈ．ＩＩＩからの信号とを受信する。一実施形態において
、標準の心電図レコーダは、Ｃｈ．Ｉ，Ｃｈ．ＩＩ，Ｃｈ．ＩＩＩとしてそれぞれ用いら
れる電極ＲＡ，ＬＡ，ＬＬと共に使用される。
【００２６】
　図２の実施形態は、患者スクリーニングツール６４の使用による埋込システムの一構造
のテスト方法を示す。患者スクリーニングツール６４の形式は、図１に示すとおりである
。患者スクリーニングツール６４と印刷心電図６２との比較については、図５Ａ～図５Ｃ
を参照することによって以下に更に説明する。
【００２７】
　幾つかの実施形態において、複数の構造をテストしてもよい。この場合、第１構造が失
敗すると第２構造をテストする。たとえば皮膚電極５２，５４，５６が第１組の位置に存
在するときに患者スクリーニングテストに失敗した場合、互いに異なる埋込心臓刺激装置
システムそれぞれの所望の位置に基づく別の組の位置を、皮膚電極５２，５４，５６に対
して選択してもよい。たとえば図２に示す構造において失敗した場合、図１２に示すよう
な異なる組の位置をテストしてもよい。図３には、幾つかの他の電極位置を示す。複数の
構造を一度にテストできるように、またはより複雑な複数のシステムをテストできるよう
に、４つ以上の皮膚電極を使用してもよい。
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【００２８】
　患者スクリーニングツール６４の形状については、図１と図１４を参照し、以下に詳細
に説明する。第１装置構造のスクリーニングテストに失敗した場合、別のスクリーニング
ツール６４を用いて、別の心臓信号分析構造の埋込心臓刺激装置をテストしてもよい。た
とえば図１と図１４に示す形状は患者スクリーニングの第１構造を表し、図４に示す形状
は第２構造を表すとされてもよい。これらの構造は、様々な埋込心臓刺激装置が使用する
様々な心臓信号分析法、および／または１つの埋込心臓刺激装置における様々なプログラ
ミング選択を反映してもよい。たとえばシステムは、比較的幅広のＱＲＳ群を示す患者に
用いられる第１方法に利用可能なプログラミングを有してもよく、比較的大きなＴ波およ
び／または遅延したＴ波を示す患者に用いられる方法のプログラミングを有してもよい。
第１構造で術前スクリーニングに失敗した場合、可能であれば術前スクリーニングが成功
するまで、より多くの構造のテストを試行してもよい。様々な埋込心臓刺激装置の様々な
検知能力（たとえば入力回路の差異）に鑑みて、変更がなされてもよい。
【００２９】
　本明細書に開示する幾つかの実施形態は、患者スクリーニングツールのテストに患者が
成功するか失敗するか判断する。幾つかの実施形態において、代わりに特定の埋込心臓刺
激装置または特定の埋込心臓刺激装置構造に対する患者の整合性を最適化してもよい。し
たがって、所定の患者に成功／失敗でなく適合性を示す評価グレードを与え、複数の構造
についてスクリーニングを行なった後、「最良」の構造を選択して用いてもよい。
【００３０】
　図２には、キャニスタ７２とリード電極アセンブリ７４，７６，７８を有する皮下埋込
心臓刺激装置システム７０を取付けた患者を示す。他の皮下システムとしては、同一出願
人による特許文献１、特許文献２、および特許文献３に記載のものがある。これらの特許
の開示は、参照として本明細書に援用される。他の実施形態において、単一構造または複
数のキャニスタ／リードを必要に応じて使用してもよい。
【００３１】
　再び図２に戻り、皮下埋込心臓刺激装置システム７０は、Ａ－Ｂ、Ａ－Ｃａｎ、および
Ｂ－Ｃａｎとして示す複数の検知ベクトルを規定する。埋込時、これらの検知ベクトルの
うちの１つをデフォルト検知ベクトルとして選択してもよい。検知ベクトルの選択および
／または装置初期化の方法については、同一出願人による同時係属の特許文献４、特許文
献５、特許文献６、および特許文献７に記載のものがある。これらの文献は、参照として
本明細書に援用される。他の実施形態において、複数ベクトルの検知を行なってもよい。
【００３２】
　一実施形態において、図１のスクリーニングツールを使用するスクリーニング分析は、
姿勢分析工程で同様に行われる。たとえばそれぞれの姿勢における装置の適合性を判断す
るために、患者の複数の姿勢から取得した心電図信号に、患者スクリーニングツールを適
用する。姿勢変更データをベクトル選択に組込むために、埋込後に分析を行なってもよい
。たとえば埋込システム７０の姿勢分析は、同一出願人による同時係属の特許文献８に記
載されるように行なってもよい。この特許文献は、参照として本明細書に援用される。
【００３３】
　キャニスタ７２には、埋込心臓除細動器／埋込除細動器に適切な演算回路が格納されて
もよい。演算回路は、これらがすべてではないが、たとえば適切なメモリ、論理回路、分
析ハードウェア、マイクロコントローラ、バッテリ、アンテナ、充電回路、高性能キャパ
シタ、入出力回路、およびテレメトリ回路を含んでもよい。埋込システム７０は、通常、
既知の遠隔測定法によって外部プログラマ装置（図示略）に通信するように構成されてお
り、装置のセットアップ、ステータス／病歴の調査、新しいソフトウェアのアップロード
、および／または検出／治療の修正など、様々な機能を実行可能である。埋込システム７
０の詳細は、大きく異なってもよい。
【００３４】
　心臓信号分析を行なう方法は、たとえば同一出願人による特許文献９、特許文献１０、
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および特許文献１１、並びに同一出願人による特許文献１２と特許文献１３に記載されて
いる。他の方法もこの技術分野において知られている。
【００３５】
　幾つかの実施形態は、患者の血管系および／または心臓への配置と固定が可能な電極を
備える、１つ以上の経静脈リードを含んでもよい。あるいは心外膜電極を備える胸郭リー
ドを含んでもよい。これらの心外膜リードまたは経静脈リードは、図２に示す皮下リード
の補完または置換えとなるものであってもよい。図２に示すステンシルと形状を用いるテ
スト方法を、経静脈システムまたは心外膜システムに適用してもよい。たとえば経静脈シ
ステムの心臓信号分析に適切な表面モデルを用いて、経静脈システムの患者スクリーニン
グツールの形状／ステンシルを設計してもよい。埋込装置と、埋込装置において使用され
る分析方法との詳細は、大きく異なってもよい。
【００３６】
　図３には、埋込心臓刺激装置の皮下埋込を行なう複数のキャニスタ位置と電極位置を示
す。図３に示すシステムにおいて、キャニスタ位置は、左胸筋／鎖骨下動脈部１０２と、
乳房下部左側部１０４と、右胸１０６とを含む。図３には電極位置の例として、左下胸骨
部１１０（剣状突起部の真上且つ左方）、左中胸骨部１１２（心室のほぼ上方）、左上胸
骨部（心房のほぼ上方または上位）１１４、および右胸骨位置１１６を示す。電極（たと
えば側部胸筋下電極１１８）を配置する位置として、胸骨から離れた他の位置を用いても
よい。図３に示す前部位置に加え、脊椎付近の位置または肩甲骨付近の位置などの後部位
置を用いてもよく、更に側部位置を用いてよい。また肋骨下電極１２０を用いてもよい。
皮下電極への接続は図に示さないが、リードは、皮膚の下且つ助骨の上に配置されること
を理解されたい。
【００３７】
　図３に示す位置は単に例示であり、これらの位置の所望の組合せを所与の装置に用いて
もよい。筋肉の下または上への配置は、医師の判断および／または患者の生体構造によっ
て決まり、大きな筋組織に接しない位置（たとえば電極１１０の位置）もある。他の例と
しては、同一出願人による特許文献３に記載のものがある。この特許の開示は、参照とし
て本明細書に援用される。他の実施形態において、複数の皮下電極を有するハイブリッド
システム、および１つ以上の電極を備える経静脈リードが使用される。
【００３８】
　一実施形態において、システムは、複数の互いに異なる組の電極位置を使用できるよう
に設計される。一実施形態において、検知電極の配置の可否、および検知電極の配置でき
る場所を判断することを目的とした場合、可能な電極位置の組合せによって適切な（また
はより優れた）検知が行えるか否か判断するために、術前スクリーニングを使用してもよ
い。図１に示す術前患者スクリーニングツールにおいては、このようなスクリーニングを
素早く簡単に行なうために、目視確認が行われる。
【００３９】
　図４には、患者スクリーニングツールのステンシルに使用される形状１５０を示す。こ
の形状１５０は、印刷心電図ストリップ上のトレースの基線にアライメントするための基
線マーカ１５２を有する。形状１５０は、ＱＲＳ群の最大偏差が最大振幅ライン１５４と
ピーク指標ライン１５６との間になるように選択される。ＱＲＳ群の開始点は、形状１５
０の左部にアライメントされる。選択したスイープ速度で、形状１５０との比較用の心電
図ストリップを印刷すると仮定した場合、参照番号１６０で示すように、形状１５０の最
大幅部分は、対応する埋込心臓刺激装置検出方法の不応期に相当する。たとえば対応する
埋込装置において不応期が１６０ｍｓである場合、秒速２５ｍｍのスイープ速度で印刷し
た心電図ストリップが使用可能となるように、最大振幅部分１５４の長さは３．５ｍｍで
あってもよい。この最初の部分において心電図が形状１５０からハミ出す場合（図５Ｃ）
、形状１５０は誤って選択されており、可能であれば別の大きさを選択すべきである。
【００４０】
　形状１５０の最大振幅部分１５４に対して「前」方向に、すなわち最大振幅部分１５４
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の右端の垂線上に亘る場合は（たとえば長いＱＲＳ幅のために）、振幅条件を満たしてい
る。代わりに、最大振幅部分１５４の右端の垂線と交差するほどの広い幅を有するＱＲＳ
は、埋込前スクリーニングに失敗したことを表す。
【００４１】
　患者スクリーニングツール形状のこの「不応期」部分の右には、参照番号１６０で示す
ように、第１持続閾値期間と第２持続閾値期間が生じる。形状１５０の外縁にＱＲＳと信
号終端部（たとえばＴ波を含み得る）が交差する場合、スクリーニングは失敗する。持続
高閾値期間と持続中閾値期間の後は、形状１５０の時間減衰領域として規定される。ＱＲ
Ｓと信号終端部が、図４において円で示す「成功」エリアに達する前に形状１５０の外縁
に交差する場合、スクリーニングは失敗となる。
【００４２】
　「成功」エリアは狭く限定されるのではなく、この領域には幾らかの自由度があっても
よい。たとえば形状１５０の「成功」エリアに、ドリフトによって生じたと思われる小さ
な交差部が見られる場合、この交差部は無視してよい。あるいは患者の心臓信号のアーチ
ファクトが確認された場合、「成功」エリア付近の交差部をスクリーニングテストの失敗
として見なしてもよい。「成功」エリアは実際には省略されてもよく、たとえば図１は動
作実施形態に基づいており、この詳細を示してはいない。
【００４３】
　図５Ａ～図５Ｃには、患者スクリーニングツール形状と取得した心臓信号との比較を示
す。図５Ａにおいて、トレース２００は、心電図ストリップ２０２上に印刷されている。
通常、形状２０４がトレース２００の基線にアライメントされるように、患者スクリーニ
ングツールは心電図ストリップ２０２に置かれる。形状２０４は、トレース２００の基線
にアライメントするためのラインまたは他の目印を含んでもよい。
【００４４】
　図５Ａに示すように、トレース２００はピーク２０６を有する。形状２０４は、ピーク
指標ライン２０８を有する。ピーク指標ライン２０８が含まれるため、トレース２００に
形状２０４が適正な大きさに形成されているとユーザは判断できる。ピーク２０６が外線
２１０とピーク指標ライン２０８との間にあり、形状２０４の中心がトレース２００の基
線にアライメントされている場合、形状２０４は適正な大きさである。これ以外の場合は
、患者スクリーニングツールから、より大きい形状２０４、またはより小さい形状２０４
を選択してもよい。
【００４５】
　検出閾値は、入力信号の振幅に応じて変化するが、適応する検出閾値を使用するために
、このようにして形状２０４と信号振幅との一致がとられる。たとえば幾つかの検出方法
は、適正な検知を行なうべく、検出閾値の増減を行なうためにピーク振幅を推定する。し
たがって、適正な大きさの患者スクリーニングツールを選択することによって、信号振幅
の変化に起因する、装置のイベント検出感度の変化が対処される。
【００４６】
　図５Ａに示す実施形態において、トレース２００は、許容可能な心拍を表す。形状２０
４の末端部２１４まで形状２０４の外縁が交差しないため、この心拍は、スクリーニング
テストに成功している。図５Ａに示すようにテストは一度行なってもよく、あるいはトレ
ース２００の複数の取得信号について繰返し行なってもよい。幾つかの実施形態において
、信号振幅が変化する場合、スクリーニング中に様々な形状を使用してもよい。しかし、
一実施形態において、３つ以上の形状を使用すること、または大きさがほぼ同じ形状を使
用すること（図１において、形状２２，２４は「大きさがほぼ同じ」であり、形状２２，
２６は大きさが同じではない）がスクリーニングの条件とされる場合、このスクリーニン
グは失敗として見なされる。トレース２００が各テストにおいて成功した場合、トレース
２００と、対応する検知ベクトルと患者の姿勢とは、術前スクリーニングに成功したこと
になる。複数のベクトルと姿勢について、テストを行なってもよい。
【００４７】
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　図５Ｂには、術前スクリーニングに失敗した心拍を示す。図５Ｂにおいて、トレース２
５０は、心電図ストリップ２５２上にある。患者スクリーニングツールの形状２５４は、
トレース２５０を基準にして心電図ストリップ２５２上に置かれる。形状２５４は、トレ
ース２５０の基線にアライメントされる。また形状２５４の大きさは、ＱＲＳピーク２５
６がピーク指標ライン２５８と、形状２５４の外線２６０との間に位置するように選択さ
れる。この実施形態において、分析したＱＲＳ群は、形状２５４の外部に伸びる大きなＴ
波２６２を含む。トレース２５０の該部分２６２が形状２５４の外縁からハミ出すため、
この信号はテストに成功できず、不良または失敗と記録されてもよい。
【００４８】
　一実施形態において、取得したイベントのいずれかがトレース２５０に失敗したとして
記録される場合、トレース２５０と、関連する検知ベクトルまたは姿勢とは、失敗として
記録される。別の実施形態において、以下の２つの方法のうちの一方で分析を行なっても
よい。
【００４９】
　第１分析は、信号をより詳細に分析した場合、この信号分析が特定構造の埋込心臓刺激
装置において難しいか否か判断するため行われてもよい。この分析は、Ｔ波ピークに対す
るＱＲＳピークの振幅比の分析、または他の信号－ノイズ比の分析を含んでもよい。ノイ
ズのタイミング／間隔などの他の要因（Ｑ－Ｔ間隔、ＱＲＳ幅、または二段脈が現れるか
など）を考慮してもよい。たとえばスクリーニング失敗の分析は、誤検出の識別方法を、
特定のトレース２５０に簡単に適用できるか否かを明らかにできる。また二重検出同定法
を用いる分析を含んでもよく、たとえば同時係属出願の特許文献１３に記載されている。
【００５０】
　第２分析は、トレース２５０が継続して失敗するか（すなわちＱＲＳ群の大部分が失敗
するか）否か判断するために行われてもよい。たとえばほとんどのＱＲＳ群が失敗した場
合、その検知構造も失敗となるが、幾つかのＱＲＳ（たとえば５％～１０％以下）が失敗
した場合、検知構造は許容可能ではあるが、理想的ではない。複数の構造をテストする場
合、「最良」の構造を選択してもよい。
【００５１】
　図５Ｃには、所与のトレースに対して、誤って選択した２つの形状を例として示す。左
側の形状は、ＱＲＳのピーク２６４が最大幅領域からハミ出しているため、誤って選択さ
れたものである。右側の形状は、ＱＲＳのピーク２６８がピーク指標ライン２６６に一致
するほど大きくはないため、誤って選択されたものである。
【００５２】
　図５Ａ～図５Ｃに示す心拍分析は、臨床状況および／または外来治療において行われて
もよい。たとえば心拍は、患者の来院時に取得して分析してもよい。幾つかの実施形態に
おいて、患者は一定期間、ホルタ心電計を装着してもよい。またホルタ心電計を用いて取
得したデータから心電図を得てもよく、この心電図を分析できる。取得したデータのうち
分析した部分は、患者の心拍数を観察することによって識別できる。また高速期間と低速
期間のうちの一方または両方において取得したイベントを、患者スクリーニングツールを
用いて分析してもよい。
【００５３】
　図６に示す患者スクリーニングツールは、透明状であり、複数の形状を有するステンシ
ルを有する。図６に示すように、スクリーニングツール２８０は、複数の形状２８２，２
８４，２８６，２８８，２９０を有する。大きさが互いに異なる形状２８２，２８４，２
８６，２８８，２９０は、実施者が所与のＱＲＳ群に適正な大きさに形成されている形状
を選択できるように、スクリーニングツール２８０に設けられている。スクリーニングツ
ール２８０は、より大きな形状２８４のピーク指標ライン２９２が、隣のより小さな形状
２８６の最大振幅部分２９４に一致するように設計される。
【００５４】
　スクリーニングツール２８０は、アライメントの助けとなるように設計されてもよく、
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中央の基線は、心電図ストリップに対してアライメントを行えるように示されている。形
状２８２，２８４，２８６，２８８，２９０はそれぞれ、「鼻（ｓｎｕｂ）」部２９９を
有する。ＱＲＳに適用した場合、心電図のトレースがこの「鼻」部２９９において形状か
らハミ出しても許容可能とされ、形状の他のラインに交差する場合は失敗となる。鼻部は
、図４に示す「成功」エリアを明確に表す。それぞれの形状の縁は、適切な様式で示され
てもよく、縁内の領域と縁外の領域とは、必要に応じて適切な様式（シェーディング部、
色付け部、不透明部など）で区別されてもよい。
【００５５】
　図６に示すように、スクリーニングツール２８０は、振幅テスト形状２９６を有する。
心電図パラメータが規定されていると仮定する場合、振幅テスト形状２９６は、許容可能
な最小の信号振幅を示す。心電図レコーダとプリンタによって使用されるスイープとゲイ
ンの指示を、参照番号２９８に例として示す。参照番号２９８で示すように、信号のピー
クのクリッピングまたは切取が無い限り、ゲインを調節してもよい。図６に示すように、
心電図印刷装置によって許容可能な最大ゲイン設定を適用する場合、振幅テスト形状２９
６は有用である。速度２０ｍｍ／ｍＶで印刷したＱＲＳが、振幅テスト形状よりも大きく
ない場合、該ＱＲＳのスクリーニングテストは失敗となる。
【００５６】
　図７には、１つの心電図ストリップ上の３つのトレースの比較を示す。ストリップ３０
０は、第１トレース３０２と、第２トレース３０４と、第３トレース３０６とを有する。
第１トレース３０２は第１形状３０８と比較され、第２トレース３０４は第２形状３１０
と比較され、第３トレース３０６は第３形状３１２と比較される。形状３０８，３１０，
３１２は、トレース３０２，３０４，３０６の最大部分に一致するように選択される。ト
レース３０２，３０４，３０６の印刷サイズはそれぞれ異なるため、それぞれのトレース
に対して、互いに大きさの異なる形状３０８，３１０，３１２が選択される。
【００５７】
　第１トレース３０２は、一部が第１形状３０８の縁からハミ出すため、失敗と見なすこ
とができる。第２トレース３０４は、第２形状３１０の縁内に位置するため成功しており
、第３トレース３０６も、第３形状３１２の縁内に位置するため成功している。このシナ
リオにおいて、第２トレース３０４と第３トレース３０６は、姿勢のスクリーニングテス
トに成功している。
【００５８】
　図８は、患者スクリーニングツールにおいて使用できる別の形状を示す。図５～図７に
示すような段付き形状ではなく、図９に示す形状は、滑らかな輪郭を有する。他の実施形
態は、たとえば図１と図１４に示す異なる形状を用いてもよい。
【００５９】
　図８の形状において、不応期の部分をＲＥＦで示す。この部分は、所与の形状を使用す
るうえで適正な振幅を識別するために使用できる。不応期の後は、傾斜部分としての時間
減衰の部分Ｆ（ｔ）が続く。Ｆ（ｔ）は、以下の式によって表される時間減衰閾値Ｔｈ（
ｔ）に一致するように成形されてもよい。
【００６０】
　Ｔｈ（ｔ）＝Ｘ　ｅｘｐ（ｒ（ｔ０－ｔ））＋Ｙ
　ここでＸは振幅因子であり、ｒは減衰因子であり、ｔ０は減衰の開始時間であり、Ｙは
検知下限である。
【００６１】
　図１と図１４は、図８の代替例を示す。図８に示すＴｈ（ｔ）に一致する傾斜の代わり
に、弾丸形状が用いられている。この設計は、スクリーニングツールによる分析を、ＱＲ
Ｓ群とＴ波の終端部に集中して行なうように構成されている。ＱＲＳ群とＴ波の終端部の
いずれも、これらの形状の弾丸型部分よりも前に現れている。
【００６２】
　図９に示すシステムは、３つのトレースが印刷された心電図ストリップと比較用の形状
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を有する。たとえば図２のシステムは、検知ベクトルＣｈ．Ｉ，Ｃｈ．ＩＩ，Ｃｈ．ＩＩ
Ｉを示す。またストリップ３２０上に並置された３つのトレースの印刷に適している。ス
トリップ３２０は、ガイドエッジ３２４を有する比較ツール３２２に挿入可能であり、こ
のガイドエッジ３２４にアライメントされる。
【００６３】
　形状３２６は、トレース３３０の基線にアライメントされたトラック３２８に、摺動自
在に取付される。他のトラック３３２，３３４は、トレース３４０，３４２と比較される
形状３３６，３３８を、それぞれアライメントさせる。幾つかの実施形態において、様々
な大きさの形状３２６に交換できるように、形状３２６、３３６、３３８は、トラック上
の可動要素にスナップ取付（ｓｎａｐ　ｆｉｔ）されてもよいし、磁気的取付されてもよ
い。形状３２６，３３６，３３８の３つ形状は、３つのトレース３３０，３４０，３４２
によって表される信号振幅変化に対応するように、それぞれ別の大きさに形成されている
ことが分かる。別の実施形態において、形状３２６，３３６，３３８の可動要素は、スナ
ップ取付ではなく、トラック３２８，３３２，３３４上で左右にスライドされると大きさ
が増減するように構成されてもよい。システムには他の設計を使用してもよく、使用する
トレースの個数や形状３２６，３３６，３３８の心電図ストリップとの比較を制御する様
式などの詳細については、様々な方法で変更可能であることを当業者には理解されたい。
【００６４】
　別の実施形態において、比較ツールには、トラック３２８，３３２，３３４の可動要素
ではなく、様々な大きさの形状を有するステンシルが並置されてもよい。このようなステ
ンシルは、たとえば図１または図６に示すものと同様であってもよい。或る適正な大きさ
の形状において、ＱＲＳが適切に開始するまで、比較ツールにおいて心電図ストリップを
前進させてもよい。別の実施形態において、ステンシルは、比較ツール３２２のカバー上
の切欠部として設けられてもよい。これによって、比較ツール３２２にストリップを通す
とき、実施者は個々のＱＲＳ群について成功または失敗を記録できる。
【００６５】
　図１０には、方法の一例をブロック図で示す。この方法４００は、ステップＳ４０２で
示すように、表示および／または印刷のパラメータ設定によって開始する。上記のように
、患者スクリーニングツールは、この患者スクリーニングツール用の心電図を印刷すると
き使用されるスイープ方向とゲインを含んでもよい。
【００６６】
　ステップＳ４０４で示すように、皮膚電極が配置される。この方法は、次にステップＳ
４０６で示すように、患者に第１姿勢をとらせる。これらのステップＳ４０２，４０４，
４０６は、任意の順序で行われてもよい。データが取得され、ステップＳ４０８で示すよ
うに１つ以上の良好なトレースが（存在する場合は）識別される。「良好」なトレースと
は、印刷心電図データと患者スクリーニングツールとの比較を行なうことによって、患者
スクリーニングに成功したトレースである。
【００６７】
　ステップＳ４１０で示すように、患者は第２姿勢に移行するように命じられ、ステップ
Ｓ４１２に示すように良好なトレースが再び識別される。たとえば（直立姿勢、背臥位、
腹臥位、座位、左側臥位、または右側臥位などから選択される）複数の姿勢を用いてもよ
い。任意で幾つかの実施形態において、複数の姿勢の評価をスキップしてもよい。この場
合、方法４００はステップＳ４０８からブロック４１４へ直接移行する。更に別の実施形
態において、外来患者については、患者が所定の動作（たとえば歩行）を行なっている間
にデータを取得してもよい。あるいは別の方法において、非臨床状況でデータを取得する
ために、ホルタ心電計を用いて患者の睡眠中にデータを取得してもよい。更に別の実施形
態において、それぞれのベクトルについて、それぞれの姿勢のデータを取得してもよく、
更にデータの取得後、個々のベクトルと姿勢の分析を行なう。
【００６８】
　ブロック４１４において、１つ以上の「良好」なベクトルがあるか否か判断する。この
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判断は、使用するそれぞれの姿勢の結果を分析することによって行なってもよい。たとえ
ば２つの姿勢について３つのトレースをテストする患者の場合、結果として以下のデータ
が得られる。
【００６９】
【表１】

　　
【００７０】
　それぞれの姿勢について少なくとも１つのベクトルが「良好」である場合、ステップＳ
４１４のクエリに対してステップＳ４１６の「有」になり、患者スクリーニングに成功す
る。たとえば上記のテーブルを使用する場合、ベクトルＣｈ．ＩＩＩでは患者スクリーニ
ングに成功する。対照的に、すべてのベクトルが「不良」または少なくとも１つのベクト
ルが失敗の場合、ステップＳ４１４のクエリに対してステップＳ４２０の「無」になり、
ステップＳ４２２で示すように詳細な測量分析が行われる。
【００７１】
　詳細な測量分析４２２は、信号－ノイズ比や全体的な振幅などの数値分析を含んでもよ
い。また少なくとも１対の皮膚検知電極に対して、以下の項目のうち１つ以上の項目を分
析することを含んでもよい。この分析は、患者が少なくとも１つの姿勢にあるとき行われ
る。
【００７２】
　－　ＱＲＳ幅を分析し、閾値と比較する；
　－　Ｑ－Ｔ間隔を分析し、閾値と比較する；
　－　信号－ノイズ比（ＳＮＲ）を計算し、閾値と比較する；
　－　平均振幅または最小振幅を計算し、閾値と比較する。
【００７３】
　－　閾値との比較を行なうスコアを生成するために、ＳＮＲと振幅を組合せる；
　－　ノイズピークと心臓心拍のピークについてのタイミングデータを評価する；並びに
／または
　－　ピークおよび／もしくはＳＮＲの変動データを考慮してもよい。
【００７４】
　また皮膚から取得した信号の信号品質を分析するために、参照として本明細書に援用さ
れる特許文献４、特許文献５、特許文献６、特許文献７、および特許文献８に記載の計算
を行なってもよい。
【００７５】
　更に別の実施形態において、埋込前スクリーンに成功していない患者については、分析
を行わない。詳細な数値分析を行なうのではなく、代わりにスクリーニングに失敗したと
する。所与の埋込心臓刺激装置のスクリーニングに失敗した患者は、異なる装置を取付け
るように指示されてもよい。あるいはこのような患者に、異なる埋込心臓刺激装置もしく
は異なる埋込心臓刺激装置構造のスクリーニングを行なってもよい。
【００７６】
　図１１には、患者からデータを取得し、埋込心臓刺激装置に対する患者の適合性につい
てのフィードバックを与える、別のシステムを示す。患者５００について、外部装置５０
２を用いて分析が行われる。この外部装置５０２は、ベクトルＡ，Ｂ，Ｃを規定する外部
皮膚電極５０４，５０６，５０８に接続されている。皮膚電極５０４，５０６，５０８の
位置は、図２において「装置埋込」の上方に示す側面キャニスタと、左胸骨傍リードアセ
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ンブリの位置として利用可能な場所を、単に例として示す。他の実施形態において、他の
前部位置、および／または前部位置と後部位置の組合せ（たとえば図３）、および／また
はハイブリッドシステムに埋込まれた経静脈リードとの組合せなど、他の位置を使用して
もよい。
【００７７】
　外部装置５０２は、たとえば携帯情報端末（ＰＤＡ）などであってもよく、特殊ソフト
ウェアを実行する汎用装置であってもよい。あるいは専用装置であってもよい。外部装置
５０２は、必要に応じて埋込装置用のプログラマ装置であってもよい。内部電子機器と処
理回路は、このようなメモリおよび／またはメモリの機能を実行するのに適切な処理回路
（たとえばマイクロプロセッサ）に加え、バッテリなどの電源、またはコンセントを電源
とする回路を含んでもよい。図１１に示すように、外部装置５０２は表示スクリーン５１
０を含み、この表示スクリーン５１０は、タッチスクリーンであってもよい。表示スクリ
ーン５１０にはトレース５１２が表示され、任意で比較形状５１４が表示される。形状５
１４は、取得したイベント（事象）に振幅を一致させるために、メニューから選択されて
もよい。幾つかの実施形態において、形状５１４は、イベントの振幅に一致するように、
外部装置５０２の処理回路によって自動的に大きさが決められてもよい。
【００７８】
　外部装置５０２は、自身で信号処理を行なって１つ以上の検知ベクトルの適合性を判断
するため、表示スクリーンへの形状５１４の表示は任意で行われる。外部装置５０２が内
部処理／内部分析を行なう場合、たとえばユーザにＱＲＳ群の識別を求めることによって
分析の不明点を解決する最後の手段として、ユーザ入力が要求されてもよい。
【００７９】
　コントローラ５１６は、表示スクリーン５１０および／または分析を制御するために使
用されてもよい。たとえばボタンＰ１，Ｐ２を用いて、患者５００が所望の姿勢をとった
か、患者５００はいつ所望の姿勢をとったか、並びに患者５００はテスト／観察の準備が
できているかが示される。一方、ボタンＡ，Ｂ，Ｃを用いて、表示または分析に利用可能
な検知ベクトルＡ，Ｂ，Ｃのうちの１つに対応するチャネルが選択される。
【００８０】
　トレース５１２は、リアルタイムで表示されてもよい。あるいは保存されたデータが、
表示スクリーン５１０に表示されてもよい。矢印ボタンは、表示スクリーン５１０上でト
レース５１２を移動（または停止）させるために使用されてもよい。これらのボタンは単
に例示であり、設けられるボタンは多くても少なくてもよく、異なるものであってもよい
。「ボタン」という語は、特定の構成に制限されるものとして解釈すべきではない。たと
えばタッチスクリーン、または音声コマンドを取込むマイクロフォンなど、ユーザ入力を
可能にする適切な構成であれば使用されてもよい。
【００８１】
　表示スクリーン５１０を使用することによって、実施者は、たとえばトレース５１２と
形状５１４との比較方法を、患者５００に示すことができる。外部装置５０２は、サーバ
、コンピュータ、他の表示装置、プリンタ、リムーバブル記憶媒体などとの通信（有線ま
たは無線による通信）用に、他の出力部を有してもよい。表示スクリーン５１０は、処理
工程において実施者と患者に命令を与えるために使用されてもよい。たとえば電極５０４
，５０６，５０８を所定の位置にするように実施者に命じるため、並びに／または、デー
タ取得時および／もしくは分析時に実施者や患者に一連の所定の姿勢（座位、直立姿勢、
腹臥位、背臥位など）を命じるために使用されてもよい。
【００８２】
　外部装置５０２は、検知ベクトルＡ，Ｂ，Ｃの分析を行ない、適合性についての指標、
および／または必要に応じてどのベクトルを用いると適切か、についての指標を実施者に
与えてもよい。必要に応じて４つ以上の電極を使用してもよく、埋込電極位置に対応する
位置において皮下に配置してもよい。これによって実施者は、電極が埋込まれた部位の識
別および／または選択を行える。また所定の患者にとって「最良」の位置を識別するため
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に、複数の構造をテストしてもよい。
【００８３】
　外部装置５０２は、埋込装置の入力特性（フィルタリングなど）を模倣するように構成
される入力回路を含んでもよい。たとえば埋込装置は、直流オフセットと外部ノイズ（患
者の筋収縮による筋電位や５０Ｈｚ／６０Ｈｚのラインノイズなど）を除去するのに有用
な、様々なフィルタを含んでもよい。幾つかの実施形態において、外部装置５０２は、埋
込装置のアナログフィルタリングを模倣するフィルタリング回路を含んでもよい。および
／または、外部装置５０２は、埋込装置のモデルのコピー、もしくは模倣を行なうデジタ
ルフィルタリング回路を含んでもよい（あるいはマイクロプロセッサにディジタルフィル
タを組込んでもよい）。これによって、外部装置５０２の測定精度が向上する。
【００８４】
　図１２は、信号および／またはノイズのピークを記録することによって、詳細な分析を
可能とした装置を示す。患者５５０は、皮膚電極５５４，５５６，５５８を使用するプロ
グラマ装置５５２に接続される。皮膚電極５５４，５５６，５５８は、胸部のキャニスタ
位置と、左胸骨傍位置および乳房下部左側部位置に延伸する２重リード（図示略）とを用
いる構造における、信号の適合性を観察するために配置される。スクリーニング装置は、
プログラマ装置５５２として示されているが、他の実施形態において、代わりに非プログ
ラマ装置の外部装置（適切な形式のもの）を使用してもよい。検知ベクトルは、Ｃｈ．Ｉ
，Ｃｈ．ＩＩ，Ｃｈ．ＩＩＩの３つが規定される。
【００８５】
　プログラマ装置５５２によって、実施者は患者適合性テスト、埋込、およびその後のフ
ォローアップ調査において、それぞれ１つの装置を使用できる。図１２に示す実施形態に
おいて、タッチスクリーン５６０に表示されたトレース５６２の特徴を識別するために、
スタイラス５６４が使用される。たとえば実施者は、マニュアルで印刷心電図ストリップ
を記録することによってではなく、表示されたトレース５６２を用いることによって分析
を行なってもよい。タッチスクリーン５６０上で記録が行われると、プログラマ装置５５
２は、自動的に信号－ノイズ比、ノイズのタイミング、振幅などの分析を行なってもよい
。この機能は、非プログラマ装置（たとえば図１１に示す装置）に組込まれてもよい。
【００８６】
　適切な個数の電極５５４，５５６，５５８を用いてもよく、図に示す位置以外の位置で
テストを行なってもよい。タッチスクリーン上での心電図トレースの記録は、患者の来院
時以外に行なってもよい。たとえばホルタ心電計からローカルに、またはインターネット
もしくは専用システムから、データをダウンロードしてもよい。あるいは患者の診療時に
データを取得し、患者が去った後もしくは分析装置から接続を切った後に、データの分析
を行なってもよい。またプログラマ装置５５２自身が、トレース５６２のＱＲＳ群を記録
してもよい。
【００８７】
　更に別の実施形態において、プログラマ装置５５２は、埋込装置が用いる心拍検出方法
を利用してもよい。また実施者は、検出した心拍を、正しい検出または誤検出として記録
するために、スタイラス５６４を使用してもよい。プログラマ装置５５２は、正しい検出
と誤検出の記録を追跡し、電極５５４，５５６，５５８の位置の組合せによる心拍検出方
法が、適切な心臓信号分析であったか否か判断する。
【００８８】
　上記の各実施形態と同様に、この分析には、電極５５４，５５６，５５８への配線接続
に限らず、無線接続が設けられてもよい。
　図１３は、他の実施形態を示す。この実施形態において、大きさの互いに異なる複数の
患者スクリーニングツール形状が利用可能である。患者スクリーニングツール６００は、
軸６１０周りに回転可能な複数のストリップ６０２，６０４，６０６，６０８を含み、こ
れらのストリップのうちの１つを選択可能としている。図１３に示すように、それぞれの
ストリップ６０２，６０４，６０６，６０８は、心電図の印刷設定または表示装置の設定
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を適切に行なうために、ユーザに指示を与える。患者スクリーニングツール６００は、パ
ターン化したフィールドに囲まれた明確なステンシル／形状の領域を備えるように構成さ
れる。
【００８９】
　図１３に示すように、患者スクリーニングツール６００は、指示６２２によって、キッ
ト６２０にパッケージ化されている。患者スクリーニングツール（図１、図２、図６、図
９、図１３など）および／または装置（図１１と図１２など）の実施形態を提供するため
に、同様のキット６２０を使用してもよい。あるいは患者スクリーニングツール６００は
、システム全体に対して、より大きいキットの一部として提供されてもよい。あるいは訓
練を受けた実施者に、および図１に示すようにツールのリマインダ部に提供されてもよい
。
【００９０】
　図１４を参照し、機能実施形態を説明する。この実施形態は、３．６ｍＶまでを入力電
圧範囲とし、且つ推定ノイズレベルを約８０μＶまでとする皮下埋込心臓刺激装置用に設
計されている。選択した３倍の信号－ノイズレベル比に基づき、許容可能な最小ピーク振
幅を０．２５ｍＶに設定した。
【００９１】
　上記の検知パラメータを仮定し、図１に示す６個の形状２０，２２，２４，２６，２８
，３０を有するスクリーニングツールを選択した。これらの形状は、図１４に示す大きさ
とされた。タイミング特性は、形状４０で示すとおりであった。テーブル４２は、実際の
長さに書換えた倍数を示すが、これはスイープ速度を２５ｍｍ／ｓとして設定した大きさ
を表している。参照符号Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚの寸法は、テーブル４４にｍｍ単位で示す。
【００９２】
　この例において、心電図印刷に可能なゲインを、５ｍｍ／ｍＶ～２０ｍｍ／ｍＶに設定
した。たとえば最大振幅は、最大値「Ｗ」を、最小ゲインで割ることによって得られる。
したがって、５ｍｍ／ｍＶにおいてＷが１７．５ｍｍである場合、許容最大ＱＲＳは３．
５ｍＶであった。すなわち埋込によるクリッピングを防ぐためのマージン部は、０．１ｍ
Ｖとなる。最小振幅は、最小値Ｘ（振幅の最小値）を、最大ゲインで割ることによって得
られる。したがって、２０ｍｍ／ｍＶにおいてＸが５．０である場合、最小入力は０．２
５ｍＶとなる。
【００９３】
　これらの数値は、対応する埋込心臓刺激装置で利用可能なダイナミック入力範囲の主要
部分全体に、対応できるように設計されている。図に示す例は、装置間の重複を求めるも
のではない。必要に応じてピーク指標ラインを、隣接する形状の最外端に重複させること
によって、幾らかの重複を許容してもよい。たとえば図１において、ピーク指標ライン３
２，３２Ａは、形状２４の最大振幅よりも小さい振幅に相応するものであってもよく、形
状２６の最大振幅３４，３４Ａは、形状２８のピーク指標ラインを越えてもよい。
【００９４】
　上記の例は、主に埋込前スクリーニングに注目したが、埋込後にテストを行なってもよ
い。少なくとも一実施形態において、埋込完了後、装置オペレーションの分析またはデバ
ッグを行なうために皮膚テストシステムを使用してもよい。たとえば埋込後、埋込装置の
皮下電極位置に対応する位置に皮膚電極を配置することによって、皮膚テストを行なって
もよい。埋込システムの検知欠陥を識別するために、埋込システムの検出特性を、皮膚で
観察または生成された信号と比較してもよい。特にリードの欠陥を、この方法／システム
によって診断できるが、入力回路もしくは検知回路または種々の方法に関する他の問題に
ついて分析などを行なってもよい。このような場合、皮膚電極のうちの少なくとも１つは
、個数を倍にしてもよく、あるいは埋込システムとの通信用のアンテナを組込んだリード
を用いて取付けられてもよい。少なくとも１つ以上の皮膚電極は、外部分析時に、埋込シ
ステムの治療反応性を無効にする磁石を含んでもよい。
【００９５】
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　上記の大部分は、皮下心臓信号取得システムについて説明しているが、形状比較は、心
臓データまたは血管データに基づいて行われてもよい。たとえば電気生理研究において、
データを収集してもよい。またたとえばテレメトリによって外部装置に中継したデータを
用いて、経静脈電極および／または心外膜電極を備える埋込装置からデータを取得しても
よい。形状比較は、皮下電極および／または心内膜電極を備えるハイブリッド装置の適合
性を判断するために行なってもよい。
【００９６】
　幾つかの実施形態において、複数の互いに異なる患者スクリーニングツールを、複数の
互いに異なる装置構造に使用してもよい。代替の実施形態において、１つの患者スクリー
ニングツールは、複数の心臓信号分析法のそれぞれに対応した形状同士を統合したもので
あってもよい。形状は、たとえば上記の特性の１つ以上がトレースで識別されるか否かを
視覚的に示す、半透明色の領域を含んでもよい。したがって、患者スクリーニングツール
は、特定の埋込心臓刺激装置に利用可能な検出方法が適切であるか否かを識別するのに使
用されてもよい。
【００９７】
　本発明が、本明細書において記載と意図する特定の実施形態以外の様々な形式で明示さ
れ得ることを当業者には理解されたい。したがって、添付の特許請求の範囲に記載の本発
明の範囲と精神から逸脱しないで、形式と詳細の転換がなされてもよい。

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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