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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頻脈性不整脈と関連した少なくとも１つの感知信号を受信するように構成された少なく
とも１つのセンサ入力と、
　前記頻脈性不整脈と関連した前記少なくとも１つの感知信号から少なくとも２つの特徴
を抽出するように構成された特徴セット抽出器と、
　前記特徴セット抽出器によって抽出された前記少なくとも２つの特徴を使用して特徴セ
ットを形成するように構成された特徴セット発生器と、
　抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療及び神経刺激治療を選択的に適用するための使用に適
した少なくとも１つの発生器と、
　心室頻脈（ＶＴ）を検出するように構成され、そして前記特徴セット発生器を用いて前
記特徴セットを構築することにより検出されたＶＴに応答するコントローラにして、前記
特徴セットの特徴を、神経刺激（ＮＳ）を送達するための決定を含むいくつかの決定の１
つにマッピングし、前記特徴セットが、前記検出されたＶＴを改変するためにＮＳ治療を
適用する基準に対応するときに前記ＮＳ治療を開始し、前記検出されたＶＴがＡＴＰ治療
に更に適するように改変し、前記基準が、中程度に高速、不安定な律動、および小幅な血
行力学的悪化を含み、かつ前記コントローラが、改変されたＶＴを終結させるために前記
ＡＴＰ治療を開始するように構成されたコントローラと
を備えて成るシステム。
【請求項２】
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　前記少なくとも１つのセンサ入力は、電気記録図（ＥＧＭ）信号を受信するための入力
を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのセンサ入力は、血行力学的センサからの信号を受信するための入
力を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも２つの特徴は、心拍数、心拍数の安定性、電気記録図の形態異常、又は
圧力から選択される請求項１から３のいずれかに記載のシステム。
【請求項５】
　前記検出されたＶＴに応答する特徴セットを構築するための特徴セット発生器によって
使用された前記少なくとも２つの特徴は、心拍数、心拍数の安定性、電気記録図の形態異
常、又は圧力を含む請求項１から４のいずれかに記載のシステム。
【請求項６】
　前記圧力、心拍数、心拍数の安定性は、前記ＶＴが血行力学的に安定しているが、前記
心拍数が速く、かつ不安定であることを示す請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ＶＴを改変するためにＮＳ治療を適用する基準は：　前記圧力が第１圧力閾値より
も高いこと、前記心拍数が第１心拍数閾値よりも高くかつ第２心拍数閾値よりも低いこと
、かつ、前記心拍数の安定性が、第１閾値よりも高くかつ第２閾値よりも低いこと、を含
む請求項４又は５に記載のシステム。
【請求項８】
　少なくとも１つの前記発生器は、単一の埋め込み型医療装置のハウジング内に組み込ま
れる請求項１から７のいずれかに記載のシステム。
【請求項９】
　少なくとも１つの前記発生器は、第１埋め込み型医療装置のハウジング内に組み込まれ
た第１発生器と、第２埋め込み型医療装置のハウジング内に組み込まれた第２発生器とを
含む請求項１から８のいずれかに記載のシステム。
【請求項１０】
　迷走神経を刺激するように構成された少なくとも１つの電極を更に含む請求項１から９
のいずれかに記載のシステム。
【請求項１１】
　内頸静脈から前記迷走神経を経血管的に刺激する際の使用に適した血管内供給される電
極を更に含む請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記迷走神経を刺激する際の使用に適した皮下供給されるリード神経カフ電極を更に含
む請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　少なくとも１つの前記発生器は、ショック治療を選択的に適用するための使用に適する
請求項１から１２のいずれかに記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コントローラは、前記特徴セットが、ＡＴＰ治療を適用する基準に対応するか決定
し、次に前記特徴セットが、前記ＡＴＰ治療に対応しないならば、前記特徴セットが、シ
ョック治療を適用する基準に対応するか決定するように構成される請求項１３に記載のシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権主張
　優先権の利益が、２００６年５月８日に出願された米国特許出願第１１／３８２１２０
号に対して本明細書により請求され、その出願は、参照により本明細書に組み込まれる。
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　本出願は、一般的に心臓病の処置に関し、かつ特には電気刺激による心臓不整脈を処置
するシステム、装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心臓はヒトの循環系の中枢である。心臓の左側部分は、酸素を豊富に含む血液を肺から
汲み出し、身体器官までポンピングして器官に酸素の代謝要求を与える。心臓の右側部分
は、脱酸素化した血液を身体器官から汲み出し、肺までポンピングし、そこで血液が酸素
化される。心筋の収縮が、これらのポンピング機能を提供する。正常な心臓では、心臓の
天然のペースメーカである洞房結節が、電気インパルスを発生させ、この電気インパルス
は、電気伝導系を介して心臓の種々の領域に伝搬し、これらの部位の心筋組織を興奮させ
る。正常な電気伝導系での電気インパルスの伝搬の協調的した遅延により、心臓の種々の
部分が同期して収縮し、それが血液を効率的にポンピングする。遮断された、又は異常な
電気伝導又は劣化した心筋組織は、心臓の同期不全収縮を引き起こし、心臓及び身体の他
の部位への血液供給低下を含む不十分な血行力学的性能をもたらす。心不全は、心臓が、
身体の代謝要求を満たすために十分な血液をポンピングできない時に起こる。
【０００３】
　頻脈性不整脈は、速い心拍数を特徴とする心律動異常である。頻脈性不整脈の例には、
心房頻脈（ＡＴ）及び心房細動（ＡＦ）のような上室頻脈（ＳＶＴ）と、心室頻脈（ＶＴ
）及び心室細動（ＶＦ）を含む更に危険な心室頻脈性不整脈とを含む。心室律動異常は、
異なる伝導特性を有する心室筋領域への脱分極波面のリエントリーが、自己持続的になる
時か、又は心室内の興奮焦点が洞房結節から心拍数の制御を奪う時に起こる。結果は、心
房との電気機械的同期性のない、心室の急速かつ効果のない収縮である。脱分極は、興奮
焦点又はリエントリー点から、正常な心室伝導系を介するよりもむしろ心筋に直接的に広
がるので、極めて異常な心室律動は、心電図にＱＲＳ群異常を示す。心室頻脈は、高速で
起こるゆがんだＱＲＳ群を概して特徴とするが、他方で心室細動は、心室が識別可能なＱ
ＲＳ群なしに、無秩序に脱分極する時に診断される。心室頻脈及び心室細動の両方とも、
血行力学的に悪化しており、かつ両方とも、生命にかかわる。しかしながら、心室細動は
、数秒以内に循環停止を引き起こし、かつ突然心臓死の最大の原因である。
【０００４】
　ＱＲＳ群と同期して心臓に送られる電気ショックである電気除細動（カーディオバージ
ョン）、及びＱＲＳ群との同期化なしに送られる電気ショックである除細動は、大部分の
頻脈性不整脈を終結させるために使用できる。電気ショックは、同時に、心筋を脱分極化
し、かつそれを不応性にすることによって頻脈性不整脈を終結させる。埋め込み型電気除
細動器（ＩＣＤ）として知られる、あるクラスの心律動管理（ＣＲＭ）装置は、装置が頻
脈性不整脈を検出する時に、心臓にショックパルスを送達することによってこの種類の治
療を提供する。頻脈のためのもう１つのタイプの電気治療は、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ
）である。心室ＡＴＰにおいて、心室は、頻脈を引き起こすリエントリー回路を遮断しよ
うとして、１つ以上のペーシングパルスによって競合的にペーシングされる。現代のＩＣ
Ｄは、概してＡＴＰ能力を有し、かつ頻脈性不整脈が検出される時に、ＡＴＰ治療又はシ
ョックパルスを送達する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電気除細動／除細動は、電池から比較的大量の蓄積電力を消費し、かつ患者の不快感を
引き起こし得る。従って、ショック治療を使用せずに、可能であればいつでも頻脈性不整
脈を終結させることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、例えば、以下を提供する：
　（項目１）
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　頻脈性不整脈と関連した少なくとも１つの感知信号を受信するように構成された少なく
とも１つのセンサ入力と、
　上記頻脈性不整脈と関連した上記少なくとも１つの感知信号から少なくとも２つの特徴
を抽出するように構成された特徴セット抽出器と、
　上記特徴セット抽出器によって抽出された上記少なくとも２つの特徴を使用して特徴セ
ットを形成するように構成された特徴セット発生器と、
　抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療及び神経刺激治療を選択的に適用するための使用に適
した少なくとも１つの発生器と、
　上記特徴セットに応答するコントローラにして、上記特徴セットが、頻脈性不整脈を改
善するためにＮＳ治療を適用する基準に対応する時に、上記ＮＳ治療を開始し、かつ改善
された頻脈性不整脈を終結させるために上記ＡＴＰ治療を開始するように構成されたコン
トローラと
を備えて成るシステム。
　（項目２）
　上記少なくとも１つのセンサ入力は、電気記録図（ＥＧＭ）信号を受信するための入力
を含む項目１に記載のシステム。
　（項目３）
　上記少なくとも１つのセンサ入力は、血行力学的センサからの信号を受信するための入
力を含む項目１に記載のシステム。
　（項目４）
　上記少なくとも２つの特徴は、心拍数、心拍数の安定性、電気記録図の形態異常、又は
圧力から選択される項目１から３のいずれかに記載のシステム。
　（項目５）
　上記少なくとも２つの特徴は、心拍数、心拍数の安定性、電気記録図の形態異常、又は
圧力を含む項目１から４のいずれかに記載のシステム。
　（項目６）
　上記圧力、心拍数、心拍数の安定性は、上記頻脈性不整脈が血行力学的に安定している
が、上記心拍数が速く、かつ不安定であることを示す項目５に記載のシステム。
　（項目７）
　頻脈性不整脈を改善するためにＮＳ治療を適用する基準は：　上記圧力が第１圧力閾値
よりも高いこと、上記心拍数が第１心拍数閾値よりも高くかつ第２心拍数閾値よりも低い
こと、かつ、上記心拍数の安定性が、第１閾値よりも高くかつ第２閾値よりも低いこと、
を含む項目４又は５に記載のシステム。
　（項目８）
　少なくとも１つの上記発生器は、単一の埋め込み型医療装置のハウジング内に組み込ま
れる項目１から７のいずれかに記載のシステム。
　（項目９）
　少なくとも１つの上記発生器は、第１埋め込み型医療装置のハウジング内に組み込まれ
た第１発生器と、第２埋め込み型医療装置のハウジング内に組み込まれた第２発生器とを
含む項目１から８のいずれかに記載のシステム。
　（項目１０）
　迷走神経を刺激するように構成された少なくとも１つの電極を更に含む項目１から９の
いずれかに記載のシステム。
　（項目１１）
　内頸静脈から上記迷走神経を経血管的に刺激する際の使用に適した血管内供給される電
極を更に含む項目１０に記載のシステム。
　（項目１２）
　上記迷走神経を刺激する際の使用に適した皮下供給されるリード神経カフ電極を更に含
む項目１０に記載のシステム。
　（項目１３）
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　心室頻脈（ＶＴ）を改善するために神経刺激（ＮＳ）治療を適用する手段と、
　改善されたＶＴを終結させるために抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療を適用する手段と
を含むシステム。
　（項目１４）
　ＶＴを改善するためにＮＳ治療を適用する上記手段は、ＶＴに関連した少なくとも１つ
の感知信号からの複合特徴セットの比較を行う手段にして、改善されたＶＴに関連した感
知信号が、ＡＴＰ治療で改善されたＶＴの終結の成功を示す複合特徴セットを、有するま
で、当該比較を行う手段を含む、項目１３に記載のシステム。
　（項目１５）
　上記複合特徴セットは、上記少なくとも１つの感知信号からの少なくとも２つの特徴を
含み、上記少なくとも２つの特徴は、心拍数、心拍数の安定性、電気記録図の形態異常、
又は圧力から選択される項目１４に記載のシステム。
　（項目１６）
　心室頻脈（ＶＴ）を改善するために神経刺激（ＮＳ）治療の適用を行い、
　改善されたＶＴを終結させるために抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療を適用する
ことを含む方法。
　（項目１７）
　上記ＡＴＰ治療の適用は、上記ＶＴが上記ＮＳ治療後に依然として存在する場合にのみ
上記ＡＴＰ治療を適用することを含む、上記ＮＳ治療が適用された後に上記ＶＴがなおも
存在するかを決定することを更に含む項目１６に記載の方法。
　（項目１８）
　上記ＡＴＰ治療の適用は、上記ＶＴが上記ＡＴＰ治療に関して改善されたことが決定さ
れる時に上記ＡＴＰ治療を適用することを含む、上記ＮＳ治療が適用された後に上記ＶＴ
が上記ＡＴＰ治療に関して改善されたかを決定することを更に含む項目１６に記載の方法
。
　（項目１９）
　上記ＮＳ治療が、上記ＡＴＰ治療に関して上記ＶＴを改善しなかったことが決定される
時、ショック治療を適用することを更に含む項目１８に記載の方法。
　（項目２０）
　ショック治療の適用とは、タイムアウトが起こった後にショック治療を適用することを
含む項目１９に記載の方法。
　（項目２１）
　上記ＮＳ治療が、上記ＡＴＰ治療に関して上記ＶＴを改善しなかったことが決定される
時、上記ＮＳ治療を再度適用することを更に含む項目１８に記載の方法。
　（項目２２）
　上記ＮＳ治療を再度適用する前に、ＮＳ治療パラメータを調整することを更に含む項目
２１に記載の方法。
　（項目２３）
　上記ＶＴを改善するために上記ＮＳ治療を適用することは、ＡＴＰ治療が改善されたＶ
Ｔの終結に成功することを示す複合特徴セットを、改善されたＶＴと関連した感知信号が
有するまで、ＶＴと関連した少なくとも１つの感知信号からの複合特徴セットを比較する
ことを含む項目１６に記載の方法。
　（項目２４）
　上記複合特徴セットは、上記少なくとも１つの感知信号からの少なくとも２つの特徴を
含み、上記少なくとも２つの特徴は、心拍数、心拍数の安定性、電気記録図の形態異常、
又は圧力から選択される項目１６に記載の方法。
　（項目２５）
　頻脈性不整脈と関連した少なくとも１つの感知信号を受信するように構成された少なく
とも１つのセンサ入力と、
　上記頻脈性不整脈と関連した上記少なくとも１つの感知信号から少なくとも２つの特徴
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を抽出するように構成された特徴セット抽出器と、
　上記特徴セット抽出器によって抽出された上記少なくとも２つの特徴を使用して特徴セ
ットを形成するように構成された特徴セット発生器と、
　ショック治療、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療及び神経刺激治療を選択的に適用する
ための使用に適した少なくとも１つの発生器と、
　上記特徴セットに応答するように構成されたコントローラとを含むシステムであって、
上記コントローラは、上記特徴セットが、上記ショック治療を適用する基準に対応する時
に上記ショック治療を開始し、上記特徴セットが、上記ＡＴＰ治療を適用する基準に対応
する時に上記ＡＴＰ治療を開始し、かつ上記特徴セットが、上記ＮＳ治療を適用する基準
に対応する時に上記ＮＳ治療を開始するように構成されるシステム。
　（項目２６）
　上記コントローラは、上記特徴セットが、ＡＴＰ治療を適用する基準に対応するか決定
し、次に上記特徴セットが、上記ＡＴＰ治療に対応しないならば、上記特徴セットが、シ
ョック治療を適用する基準に対応するか決定するように構成される項目２５に記載のシス
テム。
　（項目２７）
　上記少なくとも１つのセンサ入力は、電気記録図（ＥＧＭ）信号を受信するための入力
を含む項目２５に記載のシステム。
　（項目２８）
　上記少なくとも１つのセンサ入力は、血行力学的センサからの信号を受信するための入
力を含む項目２５に記載のシステム。
　（項目２９）
　上記少なくとも２つの特徴は、心拍数、心拍数の安定性、電気記録図の形態異常、又は
圧力から選択される項目２５に記載のシステム。
　（項目３０）
　上記ＮＳ治療は、ＡＴＰ治療に適した頻脈性不整脈を改善するように構成され、上記特
徴セット抽出器は、上記改善された頻脈性不整脈から特徴を抽出するように構成され、上
記特徴セット発生器は、上記改善された頻脈性不整脈に関して対応する特徴セットを形成
するように構成され、かつ上記コントローラは、上記改善された頻脈性不整脈の特徴セッ
トが上記ＡＴＰ治療を適用する基準に対応する時にＡＴＰ治療を開始するように構成され
る項目２５に記載のシステム。
　（項目３１）
　頻脈性不整脈と関連した少なくとも１つの感知信号を受信する手段と、
　上記頻脈性不整脈と関連した上記少なくとも１つの感知信号から少なくとも２つの特徴
を抽出し、かつ上記少なくとも２つの特徴を使用して特徴セットを形成する手段と、
　上記特徴セットが、ショック治療を適用する基準に対応する時に上記ショック治療を提
供する手段と、
　上記特徴セットが、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療を適用する基準に対応する時に上
記ＡＴＰ治療を提供する手段と、
　上記特徴セットが、上記ＡＴＰ治療に適する、頻脈性不整脈を改善するために神経刺激
（ＮＳ）治療を適用する基準に対応する時に上記ＮＳ治療を提供する手段とを含むシステ
ム。
　（項目３２）
　頻脈性不整脈と関連した少なくとも１つの感知信号を受信する上記手段は、心拍数値、
心拍数の安定性値、電気記録図の形態の規則性値、及び圧力値を受信する手段を含む項目
３１に記載のシステム。
　（項目３３）
　頻脈性不整脈と関連した少なくとも１つの感知信号を受信することと、
　上記頻脈性不整脈と関連した上記少なくとも１つの感知信号から少なくとも２つの特徴
を抽出し、かつ上記少なくとも２つの特徴を使用して特徴セットを形成することと、
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　上記特徴セットが、ショック治療を適用する基準に対応する時に上記ショック治療を提
供することと、
　上記特徴セットが、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療を適用する基準に対応する時に上
記ＡＴＰ治療を提供することと、
　上記特徴セットが、上記ＡＴＰ治療に適する、頻脈性不整脈を改善するために神経刺激
（ＮＳ）治療を適用する基準に対応する時に上記ＮＳ治療を提供することとを含む方法。
　（項目３４）
　上記頻脈性不整脈と関連した少なくとも１つの感知信号を受信することは、心拍数値、
心拍数の安定性値、電気記録図の形態の規則性値、及び圧力値を受信することを含む項目
３３に記載の方法。
　（項目３５）
　上記ショック治療を適用する上記基準は：
　上記頻脈性不整脈が、高い不安定性閾値より上で、血行力学的に不安定であることを示
す基準、
　上記頻脈性不整脈が、高い心拍数閾値より上の心拍数を有することを示す基準、又は
　上記頻脈性不整脈が、低い不安定性閾値より上、かつ高い不安定性値よりも下で、血行
力学的に不安定であることを示し、上記頻脈性不整脈が、低い心拍数閾値より上、かつ高
い不安定性値よりも下の心拍数を有することを示し、かつ上記頻脈性不整脈が、不規則な
心拍数及び形態を有することを示す基準を含む項目３３に記載の方法。
　（項目３６）
　上記ＡＴＰ治療を適用する上記基準は：
　上記頻脈性不整脈が、遅く、かつ安定していることを示す基準、
　上記頻脈性不整脈が、血行力学的に安定し、かつ遅いことを示す基準、又は
　上記頻脈性不整脈が、血行力学的に安定し、かつ中程度の心拍数及び規則的な形態を有
することを示す基準を含む項目３３に記載の方法。
　（項目３７）
　神経刺激を適用する上記基準は、上記頻脈性不整脈が、血行力学的に安定し、かつ速く
かつ不安定な心拍数を有することを示す基準を含む項目３３に記載の方法。
　従って、装置は、低速の頻脈を処置するＡＴＰを使用するために、かつ細動及びある種
の高速の頻脈を終結させる電気除細動／除細動を使用するためにプログラムされた。
　ＡＴＰ及びショック治療に加えて神経刺激を用いる、心房又は心室頻脈性不整脈を処置
する装置、システム及び方法が、本明細書に記載される。神経刺激は、副交感神経刺激又
は交感神経阻害であっても良い。
【０００７】
　本件発明の種々の形態は、システムに関する。種々のシステムのある実施態様は、頻脈
性不整脈と関連した少なくとも１つの感知信号を受信するように構成された少なくとも１
つのセンサ入力と、その頻脈性不整脈と関連した前記少なくとも１つの感知信号から少な
くとも２つの特徴を抽出するように構成された特徴セット抽出器と、その特徴セット抽出
器によって抽出された少なくとも２つの特徴を使用して特徴セットを形成するように構成
された特徴セット発生器と、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療及び神経刺激（ＮＳ）治療
を選択的に適用するための使用に適した少なくとも１つの発生器と、前記特徴セットに応
答するように構成されたコントローラとを含む。そのコントローラは、前記特徴セットが
、頻脈性不整脈を改善するためにＮＳ治療を適用する基準に対応する時に、ＮＳ治療を開
始し、かつ改善された頻脈性不整脈を終結させるためにＡＴＰ治療を開始するように構成
される。
【０００８】
　種々のシステムのある実施態様は、頻脈性不整脈に関連した少なくとも１つの感知信号
を受信するように構成された少なくとも１つのセンサ入力と、その頻脈性不整脈と関連し
た少なくとも１つの前記感知信号から少なくとも２つの特徴を抽出するように構成された
特徴セット抽出器と、その特徴セット抽出器によって抽出された少なくとも２つの特徴を
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使用して特徴セットを形成するように構成された特徴セット発生器と、ショック治療、Ａ
ＴＰ治療及び神経刺激治療を選択的に適用するための使用に適した少なくとも１つの発生
器と、前記特徴セットに応答するように構成されたコントローラとを含む。そのコントロ
ーラは、前記特徴セットがショック治療を適用する基準に対応する時に、ショック治療を
開始し、前記特徴セットがＡＴＰ治療を適用する基準に対応する時に、ＡＴＰ治療を開始
し、そして、前記特徴セットがＮＳ治療を適用する基準に対応する時に、ＮＳ治療を開始
するように構成される。
【０００９】
　発明の種々の形態の幾つかは方法に関する。方法の種々の実施態様によれば、ＮＳ治療
が、心室頻脈（ＶＴ）を改善するために適用され、かつＡＴＰ治療が、改善されたＶＴを
終結させるために適用される。
【００１０】
　方法の種々の実施態様によれば、頻脈性不整脈と関連する少なくとも１つの感知信号が
、受信され、少なくとも２つの特徴が、その頻脈性不整脈と関連する少なくとも１つの前
記感知信号から抽出され、かつ、その特徴セットは、少なくとも２つの特徴を使用して形
成される。ショック治療は、特徴セットがショック治療を適用する基準に対応する時に、
与えられる。ＡＴＰ治療は、特徴セットがＡＴＰ治療を適用する基準に対応する時に、与
えられる。ＮＳ治療は、特徴セットがＡＴＰ治療に適している頻脈性不整脈を改善するた
めにＮＳ治療を適用する基準に対応する時に、与えられる。
【００１１】
　この概要は、本出願の教示内容の幾つかの概観であって、本件発明の唯一の又は網羅的
な処置であることは意図されない。この概要に関する更なる詳細は、詳細な説明及び添付
の請求項に見出される。他の形態は、以下の詳細な説明を読み、かつ理解し、かつその一
部をなす図面を見れば、当業者に明らかになるであろうが、それらの各々は、限定的な意
味で解釈されるべきでない。本発明の範囲は、添付の請求項及びそれらの同等物によって
定義される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施態様に従った、抗頻脈治療を示す。
【図２】実施態様に従った、神経刺激器を示し、かつ神経刺激治療を調整するために、調
整できる種々の神経刺激パラメータを更に示す。
【図３】実施態様に従った、抗頻脈治療を示す。
【図４】実施態様に従った、埋め込み型医療装置を示す。
【図５】実施態様に従った、ショック治療、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療、又は不整
脈を予め調整するための神経刺激によるＡＴＰ治療を提供するかを決定する際に使用する
基準を示す。
【図６】実施態様に従った、神経刺激（ＮＳ）部品と、心律動管理（ＣＲＭ）部品とを有
する埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）を示す。
【図７】実施態様に従った、マイクロプロセッサに基づく埋め込み型装置の実施態様の系
統図を示す。
【図８】実施態様に従った、埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）と、外部システム又は装置と
を含むシステムを示す。
【図９】実施態様に従った、外部装置と、埋め込み型神経刺激（ＮＳ）装置と、埋め込み
型心律動管理（ＣＲＭ）装置とを含むシステムを示す。
【図１０】限定でなく、例として、実施態様に従った、リードが心臓にＣＲＭ治療を提供
するために位置決めされ、かつリードが迷走神経を刺激するために位置決めされる、患者
の胸部に皮下又は筋肉下に設置されたＩＭＤを示す。
【図１１】実施態様に従った、リードが心臓にＣＲＭ治療を提供するために位置決めされ
、かつサテライトトランスデューサが、心筋調整治療の一環として、少なくとも１つの副
交感神経標的を刺激するために位置決めされる、ＩＭＤを示す。
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【図１２】外部システムの実施態様を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下の詳細な説明では添付図面が参照されるが、添付図面は、本件発明が実施され得る
特定の形態及び実施態様を例示として示すものである。これらの実施態様は、当業者が本
要旨を実施することを可能にするために、十分に詳細に記載される。他の実施態様が利用
でき、かつ構造的、論理的及び電気的変更が、本要旨の範囲から逸脱することなく、なさ
れ得る。この開示における「ある」、「１つの」又は「種々の」実施態様への参照は、必
ずしも同じ実施態様に向けられるものでなく、そのような参照は１以上の実施態様を意図
することがある。従って、以下の詳細な説明は、限定的な意味で解釈されるべきでなく、
かつ範囲は、添付の請求項と、かかる請求項が権利を与えられる法的同等物の全範囲によ
ってのみ定義される。
【００１４】
　心拍数、収縮性、及び興奮性は、中枢を介した反射経路によって変調されることが知ら
れている。心臓、大血管及び肺内の圧受容器及び化学受容器は、迷走神経及び交感神経求
心性線維を通して中枢神経系に心臓活動を伝達する。交感神経求心性神経の活性化は、反
射性交感神経活性化、副交感神経阻害、血管収縮及び頻脈を引き起こす。対照的に、副交
感神経活性化は、徐脈、血管拡張及びバソプレッシン遊離の阻害をもたらす。多くの他の
要因の中で、副交感神経若しくは迷走神経緊張の減少、又は交感神経緊張の増加は、心室
頻脈及び心房細動を含む種々の不整脈発生に関連する。ＩＣＤにおいて、ＡＴＰのような
頻脈治療の効率は、交感／副交感神経活性化によっても重大な影響を受ける。ＶＴ発症に
先行する洞頻脈及びベータ遮断薬の欠如が、高いＡＴＰ失敗及び加速を、個別に予測した
ことが報告された。ＡＴＰ成功の概日パターンは、交感神経活性化の増加が、ＡＴＰ治療
の有効性に関与することも示唆し得る。
【００１５】
　ここでの開示は、頻脈性不整脈の存在を感知し、かつ神経刺激、ＡＴＰ及び／又は高圧
ショックの組み合わせによって不整脈を終結させる能力を有する埋め込み型装置に関する
。本件発明の実施態様は、頻脈性不整脈と関連した特徴の複合セットを使用して頻脈性不
整脈のための適切な治療を直接決定する。特徴セット中の特徴の数は、特徴セットに関連
する少なくとも２つの特徴である。例えば、種々の実施態様は、特徴セットを使用して、
適切な治療への頻脈性不整脈のマッピングをする。
【００１６】
　本件発明の実施態様は、頻脈性不整脈を調整して、ＡＴＰ治療に更に適するようにする
ために、神経刺激を使用する。交感神経阻害又は副交感神経活性化の形の神経刺激は、心
筋興奮性及び伝導時間を減少させる。神経刺激は、頻脈の特性を、ＡＴＰによって処置可
能なものに変更する。上記のように、ＡＴＰは、低速度の頻脈を処置するために従来使用
され、他方でショックは、高速の頻脈及び細動を終結させるために使用された。本願主題
の実施態様は、高速の及び／又はそれほど安定しない律動を有するような、更に広範囲の
ＶＴに対するＡＴＰ有効性を改善する方法を提供する。本件発明によれば、神経刺激（Ｎ
Ｓ）は、ＶＴ特性を修正し（例えば、心拍数を低下させる）、かつＶＴが、即時ＡＴＰに
よって処置されることが不適切であるとみなされる時に、血行力学的機能をある程度復元
する（例えば、ＬＶ充満を増加させる）ために使用される。不整脈のこの予備調整は、Ｖ
ＴをＡＴＰ治療に更に修正可能であるようにするために、ＶＴ特性を変更し、それ故に幅
広いＶＴに対するＡＴＰの全体的な成功を改善する。
【００１７】
　実施態様によれば、ＶＴは、検出され（例えば、ある心拍数ゾーンに含まれ、かつ持続
し）、かつＮ次元特徴セットＲが構築され、ここでＲ＝｛Ｒ１，Ｒ２，．．．，ＲＮ｝で
ある。セットＲ中の各要素Ｒｉは、心臓内ＥＧＭのような電気信号か、加速度計、圧力セ
ンサ、インピーダンスセンサ等のような１つ以上のセンサによって記録された信号から抽
出された特徴である。これらのセンサ信号からの特徴は、ＶＴ中の血行力学的安定性の測
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定又は推定である。Ｒ中の複合特徴は次に、以下の決定：「ＡＴＰを送る」、「ショック
を送る」、「ＮＳを送る」の１つにマッピングされる。マッピングは、アルゴリズムセッ
トとして実施される。
【００１８】
　「ＮＳを送る」は、ＶＴ律動が、中程度に高速かつ不安定な律動、及び小幅な血行力学
的悪化を特徴とするならば選択される。電気パルスは、装置によって発生し、かつ刺激電
極が位置決めされるある血管表面で迷走神経にＮＳリードを通して送られる。適切なＮＳ
パラメータは、特徴セットを使用して、選択できる。ＶＴが、ＭＳの後に持続するが、「
ＡＴＰを送達する」基準を満たすように改善されるならば、ＡＴＰが送達される。ＡＴＰ
治療のための頻脈性不整脈を予め調整するためにＮＳを適用することで、患者の不快感を
引き起こし得るショック治療か、又はＮＳ予備調整なしに、失敗するか、又は律動を加速
することさえあるＡＴＰが施されてしまう可能性のある、多数のＶＴをＡＴＰによって終
結させることを可能にすることが予期される。
【００１９】
抗頻脈治療の実施態様
　以上に与えられたように、収集された特徴セットは、ＡＴＰ治療、ショック治療、又は
神経刺激によって頻脈を処置するかを決定するためにマッピングできる。ＡＴＰ治療が、
成功しそうにないことを、マッピングされた特徴セットが示すならば、実施態様は、副交
感神経系を刺激し、かつ／又は交感神経系を阻害し、かつ次に結果として生じた頻脈がＡ
ＴＰ治療に適するかを決定するために、神経刺激（ＮＳ）を適用する。
【００２０】
　図１は、種々の実施態様に従った、抗頻脈治療を示す。１０１で、神経刺激が、ＡＴＰ
のためにＶＴを改善するために適用される。神経刺激が、ＶＴを終結させる可能性がある
。従って、１０２で、ＶＴがなお存在するかが決定される。ＶＴがなお存在すると決定さ
れるならば、１０３で、改善されたＶＴが、ＡＴＰによって首尾良く処置できるように改
善されたものであるかが決定される。改善されたならば、プロセスは、１０４に進み、Ａ
ＴＰ治療を提供して、ＶＴを終結させる。ＶＴが、ＡＴＰのために改善されなかったなら
ば、プロセスは、１０５に進み、タイムアウトが起こったかを決定する。タイムアウトは
、ＡＴＰ治療のためにＶＴを改善するための神経刺激の試みの期間又は数である。タイム
アウトが１０５で起こるならば、プロセスは、１０６に進み、除細動又は電気除細動治療
のようなショック治療を適用し、ＶＴを終結させる。タイムアウトが１０５で起こらなか
ったならば、プロセスは、１０７に進み、神経刺激パラメータが、調整されるべきかを決
定する。ＮＳパラメータが１０７で調整されるべきでないならば、プロセスは１０１に戻
り、神経刺激を送達する。ＮＳパラメータが１０７で調整されるべきならば、プロセスは
進み、１０８で神経刺激パラメータを調整し、かつ次に１０１に戻り、神経刺激を送達す
る。図２に関して後述するように、ＮＳパラメータは、神経刺激治療の強度を調整するよ
うに、調整できる。
【００２１】
　図２は、種々の実施態様に従った、神経刺激器を示し、かつ神経刺激治療を調整するよ
うに、調整できる種々の神経刺激パラメータを更に示す。種々の実施態様によれば、神経
刺激器２０９は、神経刺激電極又はトランスデューサに送られる以下のパルス特徴：刺激
パルスの振幅２１０、刺激パルスの周波数２１１、パルスのバースト周波数２１２、パル
スの波形態２１３及びパルス幅２１４のいずれか、又はそれらの２つ以上のいかなる組み
合わせも設定又は調整するためのモジュールを含む。神経刺激電極の例には、神経カフと
、神経標的を経血管刺激する血管内供給される電極とを含む。刺激トランスデューサの例
には、神経標的を刺激するために使用される超音波、磁気及び光トランスデューサを含む
。示したバースト周波数パルス特徴２１２は、バースト周波数パルス特徴の一部として調
整できるか、又は別個に調整できるバースト持続時間２１５と、デューティ・サイクル２
１６とを含む。例えば、バースト周波数は、毎分バースト数を参照できる。これらのバー
ストの各々は、バースト持続時間（刺激のバーストが提供される時間量）と、デューティ
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・サイクル（刺激が提供される時間の、時間全体に対する比）を有する。従って、限定で
なく例として、６つのバーストを１分間の刺激時間（バースト持続時間）中に送りうる。
バーストは、それおぞれの長さ（パルス幅）が５秒であり、かつバースト間の期間が５秒
である。この実施例では、バースト周波数は毎分６バーストであり、刺激時間すなわちバ
ースト持続時間は、６０秒であり、かつ、デューティ・サイクルは、５０％である（（６
バースト×５秒／バースト）／６０秒）。その上、１つ以上のバーストの持続時間は、い
かなる定常バースト周波数も参照せずに、調整できる。例えば、所定バースト持続時間の
単一の刺激バースト又は所定パルス幅のバーストパターン、及びバーストタイミングは、
感知信号に応答して提供できる。更に、デューティ・サイクルは、バーストを定常バース
ト周波数で送る必要なしに、バースト数を調整することによって、かつ／又は１つ以上の
バースト期間を調整することによって、調整できる。波形形態の例には、方形波、三角波
、正弦波、及び自然発生的な圧反射刺激を示すような、白色雑音を模倣するための所望の
調和成分を有する波が含まれる。
【００２２】
　図３は、種々の実施態様に従った、抗頻脈治療を示す。３１７で、頻脈が検出されるか
が決定される。頻脈が検出されるならば、プロセスは３１８に進み、そこでＶＴ治療選択
のための複合特徴セットＲが形成される。例えば、ＶＴ特性は、電気記録図（ＥＧＭ）及
び血行力学的センサから抽出できる。複合特徴は、頻脈治療にマッピングされる。それ故
に、複合特徴セットＲに基づき、プロセスは、進み、３１９でＡＴＰ治療を提供し、３２
０でショック治療を提供し、又は３２１で神経刺激を送る。示したプロセスにおいて、例
えば、３２２で複合特徴セットＲが、ＡＴＰ治療の即時適用の基準を満たすかが決定でき
、かつ満たすならば３２３でＡＴＰ治療を提供する。満たさないならば、３２４で複合特
徴セットＲが、ショックを即時に適用する基準を満たすかが決定でき、かつ満たすならば
３２５でショック治療を提供する。満たさないならば、３２６でこの頻脈発症のための最
大数の神経刺激の試みが、なされたかが決定でき、かつなされたならば、ショックが３２
５で送られ得る。なされないならば、神経刺激が、３２７で適用される。当業者は、この
開示を読み、かつ理解すれば、特徴セットがＡＴＰ基準の前にショック基準を満たすか決
定されるように、これらの決定の順序が、変化できることを理解するであろう。その上、
当業者は、ある種の基準が満たされる時、３２３でＡＴＰを直接に提供し、他の基準が満
たされる時、３２５でショックを直接に送り、かつ更に他の基準が満たされる時、３２１
で神経刺激を送るために、マッピング機能が使用できることを理解するであろう。３２８
で、頻脈発症が継続しているかが、決定される。ＶＴが３２９で検出されるならば、プロ
セスは、３１８に戻り、検出ＶＴの複合特徴セット特性を形成する。ＶＴが３２９で検出
されないならば、治療が、成功であり、かつＶＴ発症が終結したことが決定される。
【００２３】
装置の実施態様
　図４は、種々の実施態様に従った、埋め込み型医療装置を示す。示した装置４３０は、
例えばＥＧＭ又は血行力学的センサのような、センサ入力４３１を含む。センサは、リー
ド又は無線チャネルを介してセンサ入力に接続できる。センサは、頻脈性不整脈が検出さ
れる時期を決定するためにも使用できる。特徴抽出器４３２は、センサ入力４３１に接続
され、頻脈性不整脈に関連した多数の感知特徴を抽出する。限定でなく、例として、特徴
抽出器は、心拍数４３３と、心拍数安定性４３４と、形態異常４３５と、圧力変化４３６
とを検出できる。特徴抽出器に接続された特徴セット発生器４３７は、抽出された特徴か
ら、複合特徴セットを形成する。コンパレータ４３８は、発生した特徴セットを特徴セッ
ト基準４３９と比較する。示した特徴セット基準には、ショックを適用する基準４４０と
、ＡＴＰを適用する基準４４１と、ＡＴＰ治療のために頻脈性不整脈を調整するための、
神経刺激を適用する基準４４２とを含む。コントローラ４４３は、コンパレータ４３８か
ら信号を受信し、かつ発生した特徴セットの、特徴セット基準との比較に基づき、ショッ
ク発生器４４４、ＡＴＰ発生器４４５、及び／又はＮＳ発生器４４６を適切に制御する。
ショック発生器４４４、ＡＴＰ発生器４４５、及びＮＳ発生器４４６は、ショック治療と
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、ＡＴＰ治療と、神経刺激治療とを提供するために使用する刺激提供システム４４７に接
続される。これらの治療の幾つかは、種々の実施態様により共通の電極を使用できる。幾
つかの実施態様において、これらの治療は、別個の電極を使用する。
【００２４】
　図５は、種々の実施態様に従った、ショック治療、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）治療、
又は不整脈を予め調整するための神経刺激によるＡＴＰ治療を提供するかを決定する際に
使用する基準を示す。種々の実施態様によれば、ＶＴが検出される時（例えば、ある心拍
数ゾーン内の持続的律動）、Ｎ次元特徴セットＲが構築され、ここでＲ＝｛Ｒ１，Ｒ２，
．．．，ＲＮ｝である。セットＲ中の各要素Ｒｉは、ＥＧＭのような電気信号か、加速度
計、圧力センサ、インピーダンスセンサ等のような１つ以上のセンサによって記録された
信号から抽出された特徴である。これらのセンサ信号からの特徴は、ＶＴ中の血行力学的
安定性の測定又は推定である。一実施態様において、セットＲは、以下のように構築され
る：Ｒ＝｛Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４｝（式中、Ｒ１は、装置内の心拍数感知チャネルを使
用して測定された心房又は心室心拍数であり、Ｒ２は、最新のＡＡ又はＲＲ間隔の分散と
して算出される心拍数の安定性であり、Ｒ３は、最新のＭ拍動形態の試料エントロピーと
して算出された心臓内形態異常であり、かつＲ４は、専用の埋め込み型肺動脈圧センサを
使用することによって測定された（例えば、正常洞制御中の）正常状態からの心室内圧力
差である）。
【００２５】
　幾つかの実施態様において、圧力は、例えば、経胸腔インピーダンス変動、Ｓ１及び／
又はＳ２心音の強度変動等を測定する他のセンサを使用して間接的に推定される。Ｒ中の
複合特徴は、以下の決定：「ＡＴＰを送る」、「ショックを送る」、及び「ＮＳを送る」
の１つにマッピングされる。種々の実施態様において、マッピングは、プロセッサ又はコ
ントローラにおけるアルゴリズムセットとして実施される。種々の実施態様において、マ
ッピングは、参照テーブルを使用して実行される。種々の実施態様において、マッピング
は、論理回路によって実行される。
【００２６】
　頻脈性不整脈が、著しく不安定な血行力学、非常に速い心拍数、又は心拍数及び形態の
両方において非常に不安定な律動を特徴とすることを、特徴セットが示す時、ショック治
療が、システムの能力内で即時又はほぼ即時に、提供される。頻脈性不整脈が、遅く、か
つ血行力学的に安定した単源性ＶＴを特徴とすることを、特徴セットが示す時、ＡＴＰ治
療が、システムの能力内で即時又はほぼ即時に、提供される。かかる律動は、遅く、かつ
血行力学的に安定した単源性ＶＴである。頻脈性不整脈が、中程度に高速で、不安定な律
動、及び小幅な血行力学的悪化を特徴とすることを特徴セットが示す時、ＮＳ治療が適用
される。神経刺激が、頻脈性不整脈を終結させることがあるが、ＮＳ治療は、改善された
頻脈性不整脈が、ＡＴＰ治療に修正できると分類でき、かつ対応する特徴セットがＡＴＰ
治療を引き起こすように、心拍数を減少させ、かつ不整脈の安定性を増加させるために、
頻脈性不整脈を調整するために適用される。従って、ＶＴは、伝統的なＩＣＤ内から提供
されるように、ショック治療よりもむしろＡＴＰ治療が続くＮＳ治療を予め調整すること
によって終結させることができる。一実施態様において、マッピングは、複合規則が、Ｎ
次元特徴空間において治療決定を行うために使用される、「規則ベース」として実施され
る。
【００２７】
　種々の実施態様において、例えばショック治療は、以下の諸状態のいずれでも提供でき
る。圧力は、頻脈性不整脈が、血行力学的に非常に不安定であることを示す所定値未満で
あること；　心拍数は、頻脈性不整脈が極めて高い心拍数と関連することを示す所定値よ
りも大きいこと；　圧力は、所定の圧力範囲内であり、心拍数は、所定の心拍数範囲内で
あり、安定性は、閾値よりも高く、かつ、形態（モーフォロジイ）は、頻脈性不整脈が血
行力学的に不安定であって速く且つ不規則な心拍数及び形態を有することを示す閾値より
も高いこと。
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【００２８】
　種々の実施態様において、例えばＡＴＰ治療は、以下の状態のいずれでも提供される。
心拍数は所定の範囲内であり、且つ、安定性は、頻脈が遅くかつ安定したＶＴであること
を示す閾値よりも低いこと；　圧力は、閾値よりも高く、かつ心拍数は、血行力学的に安
定し、かつ遅いＶＴであることを示す閾値よりも低いこと；　圧力は、閾値よりも高く、
心拍数は、所定の範囲内であり、かつ安定性は、閾値未満であり、かつ形態異常は、中程
度の心拍数を有する血行力学的に安定したＶＴを示す閾値よりも低いこと。
【００２９】
　種々の実施態様において、例えばＮＳ治療は、圧力が閾値よりも高く、心拍数が所定範
囲内にあり、かつ、安定性が所定範囲内（すなわち、頻脈性不整脈が、血行力学的に安定
しているが、心拍数が速く、かつ不安定であることを示す所定範囲内）にある時に、提供
される。
【００３０】
　種々の実施態様は、ショック、ＡＴＰ又はＮＳ治療を適用するかを決定するために、決
定融合方法(decision fusion method)を使用する。融合エンジン機能の例は、Ｘ＝ｆ（Ｒ
１，Ｒ２，．．．，ＲＮ）によって提供される。一実施例において、Ｒｉは、大きいＲｉ
が重度の状態を示すように定義され、かつｆは、Ｘが全ての特徴Ｒの加重和であるような
全てのＲｉの一次関数である。加重ｋは、危険因子である。次に、例えばショックは、Ｘ
が第１閾値よりも大きいならば提供できる。ＡＴＰ治療は、Ｘが第２閾値未満ならば、提
供でき、かつＮＳ治療は、Ｘが第１及び第２閾値の間にあるならば提供できる。
【００３１】
　幾つかの実施態様において、（周波数、持続期間等のような）異なる設定を有する多数
のＮＳプロトコルは、装置内で予めプログラムされ、かつ記憶される。一実施態様におい
て、「ＮＳを送る」決定がなされる時に、いずれのＮＳプロトコルを使用するか決定する
ために、心拍数変動（ＨＲＶ）が、ＶＴ前及び中に監視される。標準ＨＲＶパラメータ（
例えば、時間領域ではＳＤＡＮＮ、又は周波数領域ではＬＦ／ＨＦ比）は、交感／副交感
神経平衡を記載するための数量である。心拍数不整（ＨＲＴ）又は神経センサのような自
律平衡又は健康を決定する他の方法が、使用できる。有意な自律神経失調は、より積極的
なＮＳ治療を必要とし得る。適切なＮＳプロトコルの選択は、時刻に基づくこともできる
。ＶＴ発生は、概日リズムに従うので（有意に高率のＶＴ発生及びＡＴＰ失敗が午前６時
から午後１２時の間に起こる）、より積極的なＮＳ治療が、このＶＴ危険性増加の期間中
に適用できる。
【００３２】
　神経刺激は、迷走神経、迷走神経の心臓枝、心臓脂肪体、圧受容器部位、又は副交感神
経系を刺激するか、交感神経系を阻害する他の神経標的に適用できる。神経刺激は、血管
内供給される電極、神経カフ、サテライト電極、及び神経標的を刺激する他の公知の手段
を使用して適用できる。
【００３３】
　ＡＴＰ治療前のＮＳ治療の適用は、その高速で、不安定な律動、又は血行力学的悪化の
ために従来のＩＣＤ内でショックを与えられたであろう広範囲のＶＴを終結させる際に有
用であり得る。無痛性治療の有効性は、大いに改善でき、かつ疼痛を伴うショック治療は
、減少できる。
【００３４】
　図６は、種々の実施態様に従った、神経刺激（ＮＳ）部品６４９と、心律動管理（ＣＲ
Ｍ）部品６５０とを有する埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）６４８を示す。示した装置は、
コントローラ６５１と、メモリ６５２とを含む。種々の実施態様によれば、コントローラ
は、神経刺激及びＣＲＭ機能を実行するために、ハードウェア、ソフトウェア、並びにハ
ードウェア及びソフトウェアの組み合わせを含む。例えば、本開示において論じられたプ
ログラムされた治療応用は、メモリにおいて具体化され、かつプロセッサによって実行さ
れるコンピュータ読み取り可能な命令として記憶されることができる。種々の実施態様に
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よれば、コントローラは、神経刺激及びＣＲＭ機能を実行するための、メモリに埋設され
た命令を実行するために、プロセッサを含む。ＣＲＭ機能の例には、徐脈ペーシング、Ａ
ＴＰ、除細動及び電気除細動、並びにＣＲＴのような抗頻脈治療を含む。コントローラは
、頻脈を検出するための命令を同様に実行する。示した装置は、トランシーバ６５３と、
プログラマ又は他の外部若しくは内部装置と通信するために使用する関連した回路とを更
に含む。種々の実施態様は、遠隔測定コイルを含む。
【００３５】
　ＣＲＭ治療セクション６５０は、１つ以上の電極を使用して、心臓を刺激し、かつ／又
は心臓信号を感知するために、コントローラの制御下で部品を含む。示したＣＲＭ治療セ
クションは、心臓を刺激するために電極を通して電気信号を提供するために使用するパル
ス発生器６５４を含み、かつ感知心臓信号を検出及び処理するための感知回路６５５を更
に含む。インタフェース６５６は、コントローラ６５１及びパルス発生器６５４及び感知
回路６５５間の通信に使用するために一般的に示される。３つの電極は、ＣＲＭ治療を提
供するための使用例として示される。しかしながら、本件発明は、特定数の電極部位に限
定されない。各電極は、それ自身のパルス発生器と、感知回路とを含むことができる。し
かしながら、本件発明は、そのように限定されない。パルス発生及び感知機能は、複数の
電極と機能するために多重化できる。
【００３６】
　ＮＳ治療セクション６４９は、神経刺激標的を刺激し、かつ／又は血圧及び呼吸のよう
な、神経活動若しくは神経活動の代用物と関連するパラメータを感知するために、コント
ローラの制御下で、部品を含む。３つのインタフェース６５７が、神経刺激を提供するた
めの使用のために示される。しかしながら、本件発明は、特定数のインタフェース、又は
いかなる特定の刺激若しくは感知機能にも限定されない。パルス発生器６５８は、トラン
スデューサ、又は神経刺激標的を刺激をするために使用するトランスデューサに、電気パ
ルスを提供するために使用される。種々の実施態様によれば、パルス発生器は、刺激パル
スの振幅、刺激パルスの周波数、パルスのバースト周波数、及び方形波、三角波、正弦波
、及び白色雑音又は他の信号を模倣するための所望の調和成分を有する波のようなパルス
の形態を設定し、かつ幾つかの実施態様では変更する回路を含む。感知回路６５９は、神
経活動、血圧、呼吸等のセンサのような、センサからの信号を検出及び処理するために使
用される。インタフェース６５７は、一般的にコントローラ６５１及びパルス発生器６５
８及び感知回路６５９間の通信に使用するために示される。各インタフェースは、例えば
別個のリードを制御するために使用できる。ＮＳ治療セクションの種々の実施態様は、迷
走神経のような神経標的を刺激するパルス発生器のみを含む。
【００３７】
　図７は、種々の実施態様に従った、マイクロプロセッサに基づく埋め込み型装置の実施
態様の系統図を示す。装置のコントローラは、双方向データバスを介してメモリ７６１と
通信するマイクロプロセッサ７６０である。コントローラは、状態機械タイプの設計を使
用する、他のタイプの論理回路（例えば、個別部品又はプログラマブルロジックアレイ）
によって実装できるが、マイクロプロセッサに基づくシステムが、好ましい。本明細書で
使用されるように、用語「回路」は、個別論理回路か、マイクロプロセッサのプログラミ
ングを指すと解釈されるべきである。図中に、リング電極７６２Ａ－Ｃ及びチップ電極７
６３Ａ－Ｃを有する双極リードと、感知増幅器７６４Ａ－Ｃと、パルス発生器７６５Ａ－
Ｃと、チャネルインタフェース７６６Ａ－Ｃとを含む、「Ａ」から「Ｃ」と指定される感
知及びペーシングチャネルの３つの例が、示される。各チャネルは、このようにして電極
に接続されるパルス発生器で構成されるペーシングチャネルと、電極に接続される感知増
幅器で構成される感知チャネルとを含む。チャネルインタフェース７６６Ａ－Ｃは、マイ
クロプロセッサ７６０と双方向で通信し、かつ各インタフェースは、ペーシングパルスを
出力し、ペーシングパルスの振幅を変え、かつ感知増幅器の利得及び閾値を調整するため
に、マイクロプロセッサによって書き込めるレジスタ及び感知増幅器からの感知信号入力
をディジタル化するアナログ－ディジタル変換器を含むことがある。ペースメーカの感知
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回路は、特定のチャネルによって発生した電気記録図信号（すなわち心臓電気活性を表す
電極によって感知された電圧）が、規定の検出閾値を超える時、心腔感知、心房感知又は
心室感知を検出する。特定のペーシングモードで使用されるペーシングアルゴリズムは、
ペーシングを引き起こすか、又は阻害するためにかかる感知を用いる。内因性心房及び／
又は心室拍数は、それぞれ心房及び心室感知の間の時間間隔を測定することによって測定
でき、かつ心房及び心室頻脈性不整脈を検出するために使用できる。
【００３８】
　各双極リードの電極は、リード内の導体を介して、マイクロプロセッサによって制御さ
れるスイッチング回路網７６７に接続される。スイッチング回路網は、内因性心臓活動を
検出するために感知増幅器の入力に、かつペーシングパルスを送るためにパルス発生器の
出力に、電極を切り替えるために使用される。スイッチング回路網は、装置が、リードの
リング及びチップ電極の両方を使用する双極モードで、又はリードの電極の一方のみを使
用する単極モードで感知又はペーシングすることも可能にし、装置ハウジング（缶）７６
８、又は他のリード上の他の電極が、接地電極の役目を果たす。ショックパルス発生器７
６９は、ショックを与えられる頻脈性不整脈を検出すると、心房又は心室に一対のショッ
ク電極７７０及び７７１を介して除細動ショックを送るコントローラにもインタフェース
で接続される。
【００３９】
　コントローラは、抗頻脈ペーシングが提供される方法を定義する複数の選択可能なＡＴ
Ｐペーシングプロトコルによってプログラムできる。マイクロプロセッサに基づく装置に
おいて、ペーシングパルスの出力は、種々のパラメータによって定義されるような、選択
されたペーシングプロトコルを実施するペーシングルーチンによって制御できる。メモリ
内に記憶されたデータ構造は、利用可能なペーシングプロトコルの各々を定義するパラメ
ータセットを含む。様々なプロトコルが、心拍数及び／又は脱分極パターンに関して異な
り得る、特定の頻脈性不整脈を終結させることにおいて、他のものよりも成功する傾向が
ある。この理由のために、現代の心律動管理装置は、治療を提供するために多数の異なる
ＡＴＰプロトコルを使用することが可能である。
【００４０】
　チャネルＤ及びＥと識別される、神経刺激チャネルは、副交感神経刺激及び／又は交感
神経阻害を提供するために装置に組み込まれ、そこで一方のチャネルは、第１電極７７２
Ｄと、第２電極７７３Ｄと、パルス発生器７７４Ｄと、チャネルインタフェース７７５Ｄ
とを有する双極リードを含み、かつ他方のチャネルは、第１電極７７２Ｅと、第２電極７
７３Ｅと、パルス発生器７７４Ｅと、チャネルインタフェース７７５Ｅとを有する双極リ
ードを含む。他の実施態様は、単極リードを使用でき、その場合に神経刺激パルスが、缶
又は他の電極に関係付けられる。各チャネルのパルス発生器は、振幅、周波数、デューテ
ィ・サイクル等に関してコントローラによって異なっても良い、一連の神経刺激パルスを
出力する。この実施態様において、神経刺激チャネルの各々は、適切な神経標的の近くに
、例えば、交感神経阻害チャネルの場合に圧受容器の近く、又は副交感神経刺激チャネル
の場合に副交感神経の近くに、血管内配置できるリードを使用する。他のタイプのリード
及び／又は電極も、用いることができる。神経カフ電極は、神経刺激を提供するために、
血管内配置電極の代わりに使用でき、ここで電極は、副交感神経刺激を提供するために、
例えば頸部迷走神経束の周りに、又は交感神経阻害を提供するために、大動脈又は頸動脈
洞神経の周りに設置できる。肺動脈内又はその近くの圧受容器も刺激できる。もう１つの
実施態様において、神経刺激電極のリードは、無線リンクによって置き換えられ、かつ副
交感神経刺激及び／又は交感神経阻害を提供する電極は、サテライト装置に組み込まれる
。適用される神経刺激は、頻脈性不整脈を終結させ得るが、神経刺激は、頻脈を、ＡＴＰ
によって首尾良く終結させられる、高い可能性を有する律動に変化させることが期待され
る。
【００４１】
　図は、外部装置と通信するために使用できる、マイクロプロセッサに接続された遠隔測
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定インタフェース７７６を示す。示したマイクロプロセッサ７６０は、神経刺激治療ルー
チン及び心筋刺激ルーチンを実行することが可能である。ＮＳ治療ルーチンの例には、頻
脈性不整脈用のＡＴＰ前ＮＳ治療を含む。心筋治療ルーチンの例には、徐脈ペーシング治
療、電気除細動又は除細動治療のような抗頻脈ショック治療、抗頻脈ペーシング治療、及
び心臓再同期治療を含む。
【００４２】
システムの実施態様
　図８は、種々の実施態様に従った、埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）８７８と、外部シス
テム又は装置８７９とを含むシステム８７７を示す。ＩＭＤ８７８の種々の実施態様は、
ＮＳ及びＣＲＭ機能の組み合わせを含む。ＩＭＤは、生物剤と、医薬品も提供できる。外
部システム８７９及びＩＭＤ８７８は、データ及び命令を無線通信することが可能である
。種々の実施態様において、例えば外部システム及びＩＭＤは、データ及び命令を無線通
信するために、遠隔測定コイルを使用する。従って、プログラマが、ＩＭＤによって提供
されるプログラムされた治療を調整するために使用でき、かつＩＭＤは、例えば、無線遠
隔測定を使用してプログラマに、（電池及びリード抵抗のような）装置データと、（感知
及び刺激データのような）治療データとを報告できる。種々の実施態様によれば、ＩＭＤ
は、抗頻脈治療を提供するために神経標的及び心筋を刺激する。
【００４３】
　外部システムは、医師若しくは他の介護者又は患者のような利用者が、ＩＭＤの操作を
制御し、かつＩＭＤによって獲得された情報を得ることを可能にする。一実施態様におい
て、外部システムは、ＩＭＤと遠隔測定リンクを介して双方向に通信するプログラマを含
む。もう１つの実施態様において、外部システムは、電気通信網を通して遠隔装置と通信
する外部装置を含む患者管理システムである。外部装置は、ＩＭＤの近傍にあり、かつＩ
ＭＤと遠隔測定リンクを介して双方向に通信する。遠隔装置は、利用者が離れた位置から
患者を監視し、かつ処置することを可能にする。患者監視システムは、更に後述する。
【００４４】
　遠隔測定リンクは、埋め込み型医療装置から外部システムへのデータ伝送を提供する。
このことは、例えばＩＭＤによって獲得されたリアルタイム生理的データを伝送すること
と、ＩＭＤによって獲得され、かつ記憶された生理的データを抽出することと、埋め込み
型医療装置に記憶された治療履歴データを抽出することと、ＩＭＤの作動状態（例えば、
電池状態及びリードインピーダンス）を示すデータを抽出することとを含む。遠隔測定リ
ンクは、外部システムからＩＭＤへのデータ伝送も提供する。このことは、例えば生理的
データを獲得するためにＩＭＤをプログラミングすることと、（装置作動状態のような）
少なくとも１つの自己診断テストを実行するためにＩＭＤをプログラミングすることと、
少なくとも１つの治療を提供するために、ＩＭＤをプログラミングすることとを含む。
【００４５】
　図９は、種々の実施態様に従った、外部装置９７９と、埋め込み型神経刺激（ＮＳ）装
置９８０と、埋め込み型心律動管理（ＣＲＭ）装置９８１とを含むシステム９７７を示す
。種々の形態は、ＮＳ装置及びＣＲＭ装置又は他の心臓刺激器の間で通信する方法を含む
。種々の実施態様において、この通信は、他の装置から受信したデータに基づき、装置９
８０又は９８１の一方がより適切な治療（すなわちより適切なＮＳ治療又はＣＲＭ治療）
を提供することを可能にする。幾つかの実施態様は、オンデマンド通信を提供する。種々
の実施態様において、この通信は、装置の各々が、他の装置から受信したデータに基づき
、より適切な治療（すなわち、より適切なＮＳ治療及びＣＲＭ治療）を提供することを可
能にする。示したＮＳ装置及びＣＲＭ装置は、互いに無線通信することが可能であり、か
つ外部システムは、ＮＳ及びＣＲＭ装置の少なくとも一方と無線通信することが可能であ
る。例えば、種々の実施態様は、互いにデータ及び命令を無線通信するために、遠隔測定
コイルを使用する。他の実施態様において、データ及び／又はエネルギーの通信は、超音
波手段による。ＮＳ及びＣＲＭ装置の間に無線通信を提供するよりもむしろ、種々の実施
態様は、ＮＳ装置及びＣＲＭ装置間の通信に使用するため静脈内供給されるリードのよう
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な、通信ケーブル又はワイヤを提供する。幾つかの実施態様において、外部システムは、
ＮＳ及びＣＲＭ装置間の通信ブリッジの役目を果たす。
【００４６】
　図１０は、限定でなく、例として、種々の実施態様に従った、リード１０８３が心臓に
ＣＲＭ治療を提供するために位置決めされ、かつリード１０８４が迷走神経を刺激するた
めに位置決めされる、患者の胸部に皮下又は筋肉下に設置されたＩＭＤ１０８２を示す。
リード１０８３は、ＡＴＰ及び／又はショック治療を提供するために使用できる。種々の
実施態様によれば、リード１０８３は、所望の心臓ペーシング治療を提供するために、心
臓内又はそれに近接して位置決めされる。幾つかの実施態様において、リード１０８３は
、所望のＣＲＴ治療を提供するために、心臓内又はそれに近接して位置決めされる。幾つ
かの実施態様は、リードが、心臓に対し、ペーシング、除細動及びＣＲＴ治療の少なくと
も２つの組み合わせを提供できるようにする位置に、設置する。種々の実施態様によれば
、神経刺激リード１０８４は、神経標的に皮下で貫通され、かつ神経標的を刺激するため
に神経カフ電極を有することができる。幾つかのリードの実施態様は、神経標的に近接し
た血管に血管内供給され、かつ神経標的を経血管刺激するために血管内でトランスデュー
サを使用する。例えば、幾つかの実施態様は、内頸静脈内に位置決めされる電極を使用し
て迷走神経を刺激する。
【００４７】
　図１１は、種々の実施態様に従った、リード１１８３が心臓にＣＲＭ治療を提供するた
めに位置決めされ、かつサテライトトランスデューサ１１８４が、心筋調整治療の一環と
して、少なくとも１つの副交感神経標的を刺激するために位置決めされる、ＩＭＤ１８２
を示す。サテライトトランスデューサは、無線リンクを介して、衛星に対する惑星の役目
を果たす、ＩＭＤに接続される。刺激及び通信は、無線リンクを通して実行できる。無線
リンクの例には、ＲＦリンク及び超音波リンクを含む。示さないが、幾つかの実施態様は
、無線リンクを使用して心筋刺激を実行する。サテライトトランスデューサの例には、皮
下トランスデューサ、神経カフトランスデューサ及び血管内トランスデューサを含む。
【００４８】
　図１２は、外部システム１２８５の実施態様を示すブロック図である。外部システムは
、幾つかの実施態様においてプログラマを含む。図１２に示した実施態様において、外部
システムは、患者管理システムを含む。示すように、外部システム１２８５は、外部装置
１２８６と、電気通信網１２８７と、遠隔装置１２８８とを含む患者管理システムである
。外部装置１２８６は、ＩＭＤの近傍に設置され、かつＩＭＤと通信するために外部遠隔
測定システム１２８９を含む。遠隔装置１２８８は、１つ以上の遠隔位置にあり、かつ通
信網１２８７を通して外部装置１２８６と通信し、このようにして医師又は他の介護者が
離れた位置から患者を監視及び処置することを可能にし、かつ／又は１つ以上の離れた位
置からの種々の処置情報源へのアクセスを可能にする。示した遠隔装置１２８８は、ユー
ザインタフェース１２９０を含む。
【００４９】
　当業者は、本明細書に示され、かつ記載されたモジュール及び他の回路が、ソフトウェ
ア、ハードウェア、並びにソフトウェア及びハードウェアの組み合わせを使用して実施で
きることを理解するであろう。このようにして、用語モジュールは、ソフトウェアの実装
、ハードウェアの実装、並びにソフトウェア及びハードウェアの実装を包含することが意
図される。
【００５０】
　本開示に示した方法は、本願主題の範囲内の他の方法を除くことが意図されない。当業
者は、本開示を読み、かつ理解すれば、本願主題の範囲内の他の方法を理解するであろう
。上記実施態様、及び示した実施態様の部分は、必ずしも相互に排他的でない。これらの
実施態様、又はその部分は、組み合わせることができる。種々の実施態様において、以上
で提供された方法は、プロセッサによって行われる時に、プロセッサにそれぞれの方法を
実行させる、命令シーケンスを表す搬送波又は伝搬信号において具体化されるコンピュー
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タデータ信号として実施される。種々の実施態様において、以上に提供された方法は、プ
ロセッサがそれぞれの方法を実行することを命令できるコンピュータアクセス可能な媒体
に含まれる１組の命令として実施される。種々の実施態様において、媒体は、磁気媒体、
電子媒体又は光学媒体である。
【００５１】
　具体的な実施態様が、本明細書に示され、かつ記載されたが、同じ目的を達成するため
に計算されるいかなる配列も、示した具体的な実施態様の代わりに用いられることが、当
業者によって認められるであろう。本出願は、本要旨の適応例及び変形例をカバーするこ
とが意図される。上記の記述は、例示的であり、かつ限定的でないことが意図されること
を理解すべきである。上記実施態様の組み合わせ、並びに他の実施態様における上記実施
態様の一部の組み合わせは、上記記述を検討すれば、当業者にとって明らかであろう。本
要旨の範囲は、添付の請求項を、かかる請求項が権利を与えられる同等物の全範囲と共に
参照して、決定されるべきである。
【符号の説明】
【００５２】
　４３１　センサ入力
　４３２　特徴抽出器
　４３７　特徴セット発生器
　４４３　コントローラ
　４４４　ショック発生器
　４４５　ＡＴＰ発生器
　４４６　ＮＳ発生器
　４４７　刺激提供システム
　６５１　コントローラ
　６５４　パルス発生器
【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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