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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
心臓の運動モデルをレンダリングするためのシステムの作動方法であって、
心周期中の心臓壁運動に関連する位置データを受信することと、
前記心周期を増分位相に分割することと、
前記心臓壁運動に関連する前記位置データを前記増分位相に割り当てることと、
コンピューティング・デバイスを用いて、前記増分位相の各々について基準座標ペアを
決定することであって、前記基準座標ペアは、中間心位相に関する位置データと参照心位
相に関する位置データとを含む、前記決定することと、
前記増分位相の各々についての前記基準座標ペアから、基準ループを構築することと、
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前記参照心位相と前記中間心位相との間で獲得された心臓マッピングを前記基準ループ
を用いて決定することと
を備える、作動方法。
【請求項２】
前記参照心位相と前記中間心位相との間で獲得された前記心臓マッピングを決定するこ
とは、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを計算することを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
前記心臓の表面モデルを受信することをさらに備え、
前記心臓の前記表面モデルは、前記参照心位相に対応する、請求項１又は２に記載の方
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法。
【請求項４】
前記心臓の前記表面モデルに関連する座標を、位相ジオメトリのルックアップ・テーブ
ルを用いてシフトさせることをさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記心臓の前記表面モデルに関連する前記座標をシフトさせることは、心位相を前記位
相ジオメトリのテーブル内の位相ジオメトリに関連付けることで決定される、請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
前記参照心位相と前記中間心位相との間で獲得された前記心臓マッピングを決定するこ
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とは、前記増分位相の少なくとも１つについて前記心臓のジオメトリを計算することを含
む、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
獲得された前記心臓マッピングと現在の心位相とを用いて、現在の心臓マッピングを決
定することをさらに備える、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
前記現在の心位相は、以前の心位相に基づいて決定される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記現在の心位相は、以前の心周期の長さに関連する時間と、現在の心周期が開始して
からの時間との比に基づいて決定される、請求項７又は８に記載の方法。
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【請求項１０】
心臓の運動モデルをレンダリングするための命令を記憶した非一時的なコンピュータ可
読媒体であって、
機械により実行可能な前記命令は、前記機械に、
心周期の拡張末期部に対応する前記心臓の表面モデルを受信させ、
前記心周期中の心臓壁運動に関連する位置データを受信させ、
前記心周期を増分位相に分割させ、
前記位置データに関連する対応する心位相データに基づいて、前記心臓壁運動に関連す
る前記位置データを前記増分位相に割り当てさせ、
前記増分位相の各々に割り当てられた前記位置データの平均を決定させ、
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前記平均化された位置データから、前記増分位相の各々について基準座標ペアを決定さ
せ、
前記増分位相の各々の前記基準座標ペアから、基準ループを構築させ、
前記基準ループに基づいて、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを計算させ、
前記ルックアップ・テーブルと前記心周期の現在の心位相とに基づいて、前記表面モデ
ルの座標のシフトを決定させる、
非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
前記ルックアップ・テーブルを用いて、前記心周期の前記現在の心位相に基づいて、前
記心臓のジオメトリを表示するように実行可能な命令をさらに備える、請求項１０に記載
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のコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
前記ルックアップ・テーブルを用いて、前記心周期の前記現在の心位相に基づいて、前
記心周期中の前記心臓の前記ジオメトリの変化のアニメーションを表示するように実行可
能な命令をさらに備える、請求項１１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
前記心臓の前記表面モデルを受信するように実行可能な前記命令は、画像システムから
得られるセグメント化されたモデルを受信するように実行可能な命令を含む、請求項１０
から１２のいずれか一項に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
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前記現在の心位相が隣接する増分位相の間にあることに応答して、前記基準座標ペアを
補間するように実行可能な命令をさらに備える、請求項１０から１３のいずれか一項に記
載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
前記基準座標ペアは、前記心臓の前記表面モデルに関連する座標からのオフセットであ
る、請求項１０から１４のいずれか一項に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
前記基準座標ペアは、前記心臓の前記表面モデルに関連する前記座標の絶対位置である
、請求項１０から１５のいずれか一項に記載のコンピュータ可読媒体。
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【請求項１７】
心臓の運動モデルをレンダリングするためのシステムであって、
処理リソースと、
メモリ・リソースと、
を備えるコンピューティング・デバイスを備え、
前記メモリ・リソースは、コンピュータ可読指示を記憶し、
前記コンピュータ可読指示は、前記処理リソースにより実行されるとき、前記処理リソ
ースに、
カテーテルに動作可能に接続されたセンサから心周期中の心臓壁運動に関連する運動サ
ンプルであって、前記心臓壁運動に関連する位置データと、前記位置データに関連する心
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位相データと含む前記運動サンプルを受信させ、
前記心周期を増分位相に分割させ、
前記位置データを前記増分位相に、前記対応する前記心位相データに基づいて割り当て
させ、
前記割り当てられた位置データに基づいて、前記増分位相の各々について基準座標ペア
を決定させ、
前記増分位相の各々についての前記基準座標ペアから、基準ループを構築させ、
位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを含む、前記心周期の獲得された心臓マッピ
ングを決定させ、
前記位相ジオメトリのルックアップ・テーブルと現在の心位相とに基づいて、現在の心
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周期のアニメーションを表示させる、システム。
【請求項１８】
前記基準座標ペアが、中間心位相についての位置データと、最終心位相についての位置
データとを含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
最終心位相に対応する心臓の表面モデルを受信し、
前記位相ジオメトリのルックアップ・テーブルと前記現在の心位相とを用いて、前記表
面モデルの座標をシフトさせる、前記処理リソースにより実行可能な命令をさらに備える
、請求項１７又は１８に記載のシステム。
【請求項２０】
前記現在の心周期の前記アニメーションが、前記心周期の各増分位相にわたって前記表
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面モデルの前記座標をシフトさせることで提供される、請求項１９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
本出願は、２０１４年５月５日に出願された「ＳＹＳＴＥＭ
ＦＯＲ
Ｇ

ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ

Ａ

ＭＯＴＩＯＮ

ＭＯＤＥＬ

ＡＮＤ
ＯＦ

ＭＥＴＨＯＤ
Ａ

ＢＥＡＴＩＮ

ＨＥＡＲＴ」という発明名称の米国特許仮出願第６１／９８８，５５３号に基づく優

先権を主張する。また、本出願は、２０１４年５月５日に出願された「ＭＥＴＨＯＤ
ＮＤ

ＳＹＳＴＥＭ

ＦＯＲ

ＤＩＳＰＬＡＹＩＮＧ

Ａ

ＴＨＲＥＥ

Ａ

ＤＩＭＥＮＳＩ
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ＣＡＲＤＩＡＣ

ＭＯＴＩＯＮ」という

発明名称の米国特許出願第１４／２７０，１７６号にも関連する。
【０００２】
本開示は心臓マッピングの決定、詳細には、拍動する心臓の運動モデルのレンダリング
に関する。
【背景技術】
【０００３】
電気生理学（ＥＰ：Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ）カテーテルは、増え続ける
多くの処置に使用されてきている。たとえば、ほんの数例を挙げると、カテーテルは、診
断、治療、マッピングおよびアブレーション処置に使用されている。典型的には、カテー
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テルは患者の脈管構造を通って対象部位まで、たとえば患者の心臓内の部位まで操作され
、１つまたは複数の電極を携行する。これらの電極は、マッピング、アブレーション、診
断、または他の処置に使用され得る。
【０００４】
カテーテルに携行される１つまたは複数の電極により受信されるマッピング・データを
用いて心臓または心室のレンダリングを提供するための種々の技術が採用されてきた。た
とえば、Ｈａｕｃｋらに発行され、本明細書に完全に記載されているかのように参照とし
て組み込まれる、米国特許第７，２６３，３９７号に記載された、カテーテル・ナビゲー
ションおよびマッピング・システムを提供することが知られている。Ｈａｕｃｋらは、概
して、体内での電極の位置を見つけ、表示するための医療システムを開示している。Ｈａ
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ｕｃｋらは、さらに、心臓が拍動している間にロービング電極を心室内にわたって掃引さ
せ、多数の電極位置（たとえば、データ点）を受信することを開示している。そのような
データ点は、心拍の全ての段階において、心位相とは関係なく取得される。心臓は収縮中
に形状を変化させるので、最大の心臓容積を表すデータ点は少数のみである。さらに、Ｈ
ａｕｃｋらは、心臓またはその心室の、最大サイズでの形状（たとえば、ジオメトリ、容
積）を表すシェル（ｓｈｅｌｌ）を生成するために、最も外側のデータ点を選択すること
を教示している。シェルが構築されると、続いて、受信されたＥＰデータはシェル上にマ
ッピングされ、ユーザに対して表示され得る。
【０００５】
本明細書に完全に記載されているかのように参照として組み込まれるＢｙｒｄら（米国
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特許出願第１２／３４７，２１６号、２００８年１２月３１日出願）では、位置決めシス
テムにより複数のセンサ位置（たとえば、データ点）を収集し、その複数のセンサ位置は
、各データ点が取得された期間またはその時の心位相の表示を含む。シェルはこれらのデ
ータ点から構築され、データ点を患者のリアルタイム測定された心電図（ＥＣＧ：ｅｌｅ
ｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）に従って再生して、各データ点またはデータ点の組ごと
に指定される特定の心位相中の心室のそれぞれのジオメトリを生成することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
様々な実施形態において、心臓の運動モデルをレンダリングするための方法が提供され
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る。その方法は、心周期中の心臓壁運動に関連する位置データを受信することを含むこと
ができる。心周期を増分位相（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ

ｐｈａｓｅ）に分割することが

でき、心臓壁運動に関連する位置データを増分位相に割り当てるができる。その方法は、
増分位相の各々について基準座標ペアを決定することを含むことができる。いくつかの実
施形態では、基準座標ペアは、中間心位相に関する位置データと参照心位相に関する位置
データとを含む。いくつかの実施形態では、参照心位相と中間心位相との間で獲得された
心臓マッピングは、少なくとも１つの増分位相についての心臓のジオメトリを計算するこ
とを含むことができる。その方法は、増分位相の各々についての基準座標ペアから基準ル
ープを構築することを含むことができる。その方法は、基準ループを用いて、参照心位相
と中間心位相との間で獲得された心臓マッピングを決定することを含むことができる。参
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照心位相と中間心位相との間で獲得された心臓マッピングを決定することが、位相ジオメ
トリのルックアップ・テーブルを計算することを含むことができる。いくつかの実施形態
では、その方法は、参照心位相に対応する心臓の表面モデルを受信することを含むことが
できる。心臓の表面モデルに関連する座標を、位相ジオメトリのルックアップ・テーブル
を用いてシフトさせることができる。心臓の表面モデルに関連する座標をシフトさせるこ
とが、心位相を位相ジオメトリのテーブル内の位相ジオメトリに関連付けることで決定さ
れ得る。いくつかの実施形態では、その方法は、獲得された心臓マッピングと現在の心位
相とを用いて、現在の心臓マッピングを決定することを含むことができる。いくつかの実
施形態では、現在の心位相が先の心位相に基づいて決定され得る。たとえば、現在の心位
相が、先の心周期の長さに関連する時間と、現在の心周期が開始してからの時間との比に
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基づいて決定され得る。
【０００７】
様々な実施形態では、心臓の運動モデルをレンダリングするための指令が、処理リソー
スにより実行可能である。心周期の拡張末期部に対応する心臓の表面モデルを受信するこ
とができる。心周期中の心臓壁運動に関連する位置データを受信することができる。いく
つかの実施形態では、心臓壁運動に関連する位置データを、心臓に挿入されるセンサから
受信することができる。いくつかの実施形態では、心周期を増分位相に分割することがで
きる。位置データに関連する対応する心位相に基づいて、心臓壁運動に関連する位置デー
タを増分位相に割り当てることができる。いくつかの実施形態では、増分位相の各々に割
り当てられた位置データの平均を決定することができる。平均化された位置データから、
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増分位相の各々について基準座標ペアを決定することができる。現在の心位相が隣接する
増分位相の間にあることに応答して、基準座標ペアを補間することができる。増分位相の
各々についての基準座標ペアから、基準ループを構築することができる。いくつかの実施
形態では、基準ループに基づいて、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを計算する
ことができ、ルックアップ・テーブルと心周期の現在の心位相とに基づいて、表面モデル
の座標のシフトを決定することができる。いくつかの実施形態では、基準座標ペアが、心
臓の表面モデルに関連する座標からのオフセットであり得る。いくつかの実施形態では、
基準座標ペアが、心臓の表面モデルに関連する座標の絶対位置であり得る。いくつかの実
施形態では、ルックアップ・テーブルを用いて、心周期の現在の心位相に基づいて、心臓
のジオメトリを表示することができる。ルックアップ・テーブルを用いて、心周期の現在
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の心位相に基づいて、心周期中に心臓のジオメトリの変化のアニメーションを表示するこ
とができる。
【０００８】
様々な実施形態において、カテーテルに動作可能に接続されたセンサから心周期中の心
臓壁運動に関連する運動サンプルを受信するために心臓の運動モデルをレンダリングする
ためのシステムが提供される。運動サンプルが、心臓壁運動に関連する位置データと、位
置データに関連する心位相とを含むことができる。いくつかの実施形態では、心周期を増
分位相に分割することができ、対応する心位相データに基づいて、位置データを増分位相
に割り当てることができる。割り当てられた位置データに基づいて、増分位相の各々につ
いて基準座標ペアを決定することができ、増分位相の各々についての基準座標ペアから、
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基準ループを構築することができる。基準座標ペアは、中間心位相についての位置データ
と、最終心位相についての位置データとを含むことができる。いくつかの実施形態では、
心周期についての獲得された心臓マッピングが決定され、獲得された心臓マッピングは位
相ジオメトリのルックアップ・テーブルを含み得る。位相ジオメトリのルックアップ・テ
ーブルと現在の心位相とに基づいて、現在の心周期のアニメーションを表示することがで
きる。いくつかの実施形態では、最終心位相に対応する心臓の表面モデルを受信すること
ができる。位相ジオメトリのルックアップ・テーブルと現在の心位相とを用いて、表面モ
デルの座標をシフトさせることができる。一例では、現在の心周期のアニメーションが、
心周期の各増分位相にわたって表面モデルの座標をシフトさせることで提供され得る。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本開示の実施形態による、心臓の運動モデルをレンダリングするためのシステム
の図である。
【００１０】
【図２】本開示の実施形態による、電極付きカテーテルの図である。
【００１１】
【図３Ａ】本開示の実施形態による、心周期に関連する運動サンプルおよび平均化された
運動サンプルの図である。
【００１２】
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【図３Ｂ】本開示の実施形態による、位置データ・テーブルの図である。
【００１３】
【図４】本開示の実施形態による、心臓の運動モデルをレンダリングするための方法の一
例のブロック図である。
【００１４】
【図５】本開示の実施形態による、コンピューティング・デバイスの処理リソースと通信
可能なコンピュータ可読媒体の一例のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
ここで、種々の図における同一の構成要素を識別するために同様の参照符号が使用され
る図面を参照すると、図１は、本発明が実施され得るカテーテル・システムの図式概要で
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ある。システムは、当技術分野で知られている様々な視覚化、マッピングおよびナビゲー
ションのコンポーネントを備えることができ、これらは、とりわけ、たとえば、Ｓｔ．Ｊ
ｕｄｅ

Ｍｅｄｉｃａｌ社から市販されているＥｎＳｉｔｅ（商標）Ｖｅｌｏｃｉｔｙ（

商標）心臓マッピングおよび視覚化システムを含み、または、本発明の共通の譲受人によ
り所有され、本明細書に引用によりその全体が組み込まれている、Ｈａｕｃｋらによる「
ＭＥＴＨＯＤ
ＴＩＯＮ

ＡＮＤ

ＡＮＤ

ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ

ＬＯＣＡＴＩＯＮ

ＡＮＤ

ＦＯＲ

ＣＡＴＨＥＴＥＲ

ＭＡＰＰＩＮＧ

ＩＮ

ＮＡＶＩＧＡ
ＴＨＥ

ＨＥＡ

ＲＴ」という名称の米国特許第７，２６３，３９７号を参照して概して閲覧できるもので
ある。加えて、システムは、２０１４年５月５日に出願された本発明の共通の譲受人によ
り所有され、本明細書に引用によりその全体が組み込まれている、「ＭＥＴＨＯＤ
Ｄ

ＳＹＳＴＥＭ

ＮＡＬ

ＦＯＲ

ＤＩＳＰＬＡＹＩＮＧ

ＶＩＳＵＡＬＩＺＡＴＩＯＮ

ＯＦ

Ａ

ＴＨＲＥＥ

ＣＡＲＤＩＡＣ

ＡＮ
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ＤＩＭＥＮＳＩＯ

ＭＯＴＩＯＮ」という名

称の米国特許出願第１４／２７０，１７６号を参照して概して閲覧できるコンポーネント
を含むことができる。システムは様々な医療処置、たとえば心臓のマッピングおよび／ま
たは心臓アブレーション処置と関連して、またはこれらのために使用され得る。心臓の心
臓マッピングに言及されるが、本開示の１つまたは複数の態様は、他の解剖学的構造に適
用され得る。本発明による実施形態は、簡潔に見やすくするために、本明細書では図示ま
たは説明されていない他の特徴を含むことがあり、通常含むことになることを理解された
い。たとえば、アブレーション・カテーテルに関連して使用される場合、そのようなアブ
レーション・カテーテルは、典型的には、様々な電極および対応する導線、温度センサお

40

よび対応する導線、ならびに当技術分野で知られている他の特徴を含むことができる。
【００１６】
いくつかの画像システムは、４次元画像データをキャプチャすることができ、映写ルー
プ（ｃｉｎｅｍａｔｏｇｒａｐｈｉｃ

ｌｏｏｐ）を提供するために画像データを順次再

生することができる。これらの動画像は、拍動する心臓を視覚化するための能力を提供す
ることができる。本明細書で開示された実施形態とは対照的に、４次元映写ループは、時
間をかけて収集された画像データに基づき得るのに対して、本開示の実施形態は、ＥｎＳ
ｉｔｅ（商標）Ｖｅｌｏｃｉｔｙ（商標）システムなどの電気生理学的定位システムによ
り測定されたロービング・カテーテルを介してキャプチャされた運動に基づき得る。加え
て、４次元映写ループは、画像データの再生に基づき得るのに対して、本開示の実施形態
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は、ＯｐｅｎＧＬ（商標）またはＤｉｒｅｃｔＸ（商標）などの３次元レンダリング環境
における表面モデルのアニメーションに基づく。
【００１７】
背景技術において説明されたように、いくつかの視覚化／ナビゲーション・システムは
、単一の静的なシェルを用いて、心臓またはその心室の表面ジオメトリおよびサイズ／容
積を表現する。そのようなシェルを構築するための１つの従来の手法は、モデル化される
心室の最大容積に対応する収集された電極位置を用いるものである。
【００１８】
一例では、Ｂｙｒｄら（米国特許出願第１２／３４７，２１６号、２００８年１２月３
１日出願）は、電気生理学的マッピング・システムにおいてロービング・カテーテルによ

10

って点群を収集することに依拠する。点群は、関連する心位相に基づいて、区分けされビ
ン化される。複数のジオメトリを、ビン化されたジオメトリ点の各セットから再構築し、
複数の表面モデルを生成するために使用することができる。マッピング・システムは、心
電図（ＥＣＧ）から心位相を決定し、決定された心位相に従って適切なジオメトリを表示
する。しかしながら、心臓内の特定の領域は、全ての心位相にわたってサンプリングされ
た点を含まないことがあり、これは、心臓の実際の物理的な運動を表さない再構築された
ジオメトリにつながることがある。したがって、心臓運動のアニメーションを生成するた
めに特定のジオメトリが連続して表示される場合に、心臓の一部が特定の位置へ動くよう
に見えることがある。しかしながら、心臓壁（たとえば、心内膜壁、心外膜壁）が動いて
いるためではなく、領域がアンダーサンプリングされたために、心臓の一部が動いている
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ように見えることがある。
【００１９】
加えて、ビン化された点群の異なるセットから再構築されたジオメトリ間を補間するこ
とは、各そのようなジオメトリが異なるメッシュ・トポロジを有することがあるので、困
難であると分かる場合がある。そのようなトポロジ間の補間は、困難なタスクであり得る
。各メッシュ・トポロジは、異なる数の小面／三角形を有することがある。したがって、
これらのジオメトリ間を補間／遷移するためには三角形の追加／除去が必要となり、これ
は、本開示により提供される実施形態よりも計算集約的となり得る。
【００２０】
本開示の実施形態は、単一のジオメトリを用いて表面モデルを生成することができ、表
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面モデルのジオメトリ（たとえば同一のトポロジを有するもの）をモーフィングして（た
とえば、表面モデルに関連する座標をシフトして）、心臓の様々な心位相に関連する特定
のジオメトリを形成し、拍動する心臓の運動モデルをレンダリングする際に使用するため
の獲得された心臓マッピングを作り出すことができる。本明細書で使用される場合、獲得
された心臓マッピングは、特定の心位相および／または期間に関連する心臓の特定のジオ
メトリのマッピングを含むことができる。単一のジオメトリを用いて表面モデルを生成す
るので、心臓の実際の物理的な運動を表していない場合がある複数のジオメトリの再構築
を回避することができる。
【００２１】
いくつかの実施形態では、関数回帰（たとえば、薄板スプライン・モデル）を用いて、

40

心室を表す静的に収集された表面モデル上の点を、心臓の特定の位置が異なる心位相にお
いてどこに配置されるかに基づいて、異なる点にマッピングすることができる。たとえば
、全ての心位相にわたって収集された点群は、拡張末期のジオメトリを表し得る。心臓の
表面上の特定の位置（たとえば心臓壁）にカテーテルを配置し、その位置を異なる心位相
、たとえば収縮期などにおいて観察することにより、拡張期から収縮期までの表面位置の
オフセットを表す基準点を収集することができる。いくつかの実施形態では、これは、拡
張期および収縮期以外に対して行うことができる。たとえば、複数の心位相、たとえば１
０％ごとの位相を表す基準点を収集することができる。
【００２２】
図１を再度参照すると、カテーテル・システムは、患者１１の心臓１０の図式描写を含
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む。システムは、カテーテルの遠位端が心室の方々または内部で掃引（ｓｗｅｐｔ）され
たとき、複数のカテーテル位置を受信する能力を含む。この目的のために、図１に、１つ
または複数のカテーテル電極の位置を決定するために使用される外部から印加される直交
電場に基づくタイプの例示的なカテーテル定位システムを示す。そのようなシステムは当
技術分野で一般に知られている（たとえば、ＥｎＳｉｔｅ

ＮＡＶＸ（商標）ナビゲーシ

ョンおよび視覚化システム）。しかしながら、この実施形態は単に例示的なものであり、
決して限定的なものではないことを理解されたい。カテーテルの３Ｄ空間における位置を
決定するための他の技術、たとえばＭｅｄｉＧｕｉｄｅ（商標）システムを、本発明を実
施する際に使用することができ、これにはたとえば、Ｂｉｏｓｅｎｓｅ

Ｗｅｂｓｔｅｒ

社のＣＡＲＴＯナビゲーションおよび位置システム、またはＮｏｒｔｈｅｒｎ

Ｄｉｇｉ

10

ｔａｌ社のＡＵＲＯＲＡ（登録商標）システムが含まれ、これらの両方は電場でなく磁場
を利用する。したがって、本明細書で使用されるように、センサが、カテーテル位置情報
を示す信号を生成するために設けられ、たとえばインピーダンス・ベースの定位システム
の場合、１つまたは複数の電極を含むことができる。いくつかの実施形態では、センサは
、たとえば磁場ベースの定位システムの場合、磁場の１つまたは複数の特性を検出するよ
うに構成された１つまたは複数のコイル（たとえばワイヤ巻線）を含むことができる。
【００２３】
いくつかの定位システムでは、１つまたは複数の電極が集合的にセンサを定義し得るこ
とをさらに理解されたい。１つまたは複数の電極は、カテーテルの遠位端に設けることが
でき、定位システムは、電極のうちの１つまたは複数から位置情報を取得するように構成
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することができる。定位システムは、受信された位置情報だけでなく、位置情報を提供す
る１つまたは複数の電極とカテーテルの遠位位置との間の幾何学的関係も用いて、カテー
テルの遠位位置を計算することができる（たとえば、１つの幾何学的情報は、リング電極
から先端までの距離でもよい）。最後に、定位システムは、計算された位置を、直接収集
されたかのように使用することができる。同様に、磁場ベースの定位の実施形態では、カ
テーテルの先端および磁気コイルは、それらの間に幾何学的関係を有することができ、定
位システムが、計算された先端位置（すなわち、磁気コイル信号と、コイルおよび先端の
間の幾何学的関係の事前定義された知識とに基づいて計算されたもの）を、そのような位
置が直接収集されたかのように使用するように構成される。もちろん、他の変形例も可能
30

である。
【００２４】
図１を引き続き参照すると、例示されたインピーダンス・ベースの定位システムの実施
形態では、表面電極の３つのセット（たとえば、パッチを介して適用されるもの）、すな
わち、Ｘ軸電極１２、１４、Ｙ軸電極１８、１９、およびＺ軸電極１６、２２が示されて
いる。加えて、追加の表面電極２１（たとえば、「腹部」パッチを介して適用されるもの
）を用いることができる。表面電極は全て、スイッチ２４に接続される。代表的なカテー
テル１３が示されており、これは単一の遠位電極１７を有しており、遠位電極１７は本明
細書では「ロービング」または「測定」電極と呼ばれ得る。電極１７は、この実施形態で
は位置センサを定義し得るが、上記で示唆されたように、多数の変形例が可能である。ま
た、図１に、固定の基準電極３１を有する第２の別個のカテーテル２９を示し、基準電極
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３１は較正の目的で心臓１０上に固定され得る。
【００２５】
さらに、図１に、コンピュータ・システム２０、信号発生器２５、アナログ・ツー・デ
ジタル変換器２６およびローパス・フィルタ２７を示す。コンピュータ・システム２０は
、本明細書に記載のいくつかの機能を実行するためのソフトウェア、ハードウェア、ファ
ームウェア、および／またはロジックを利用することができる。計算システム２０は、情
報を共有するためのハードウェアおよび命令の組み合わせとすることができる。ハードウ
ェアは、たとえば、処理リソース３２および／またはメモリ・リソース３３（たとえば、
非一時的コンピュータ可読媒体（ＣＲＭ：ｃｏｍｐｕｔｅｒ−ｒｅａｄａｂｌｅ

ｍｅｄ

ｉｕｍ）データベースなど）を含むことができる。処理リソース３２は、本明細書で使用
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される場合、メモリ・リソース３３により記憶される命令を実行可能ないくつかのプロセ
ッサを含むことができる。処理リソース３２は、単一のデバイスに統合することができ、
または複数のデバイスに分散させることができる。命令（たとえば、コンピュータ可読命
令（ＣＲＩ：ｃｏｍｐｕｔｅｒ−ｒｅａｄａｂｌｅ

ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）は、メモ

リ・リソース３３に記憶された、心臓１０の運動モデルをレンダリングするために処理リ
ソース３２により実行可能な命令を含むことができる。コンピュータ・システム２０は、
図５に関連してさらに論じられる。
【００２６】
コンピュータ・システム２０は、所定の戦略に従って表面電極の種々のペアを選択的に
活性化するよう信号発生器２５を制御するように構成される。動作においては、コンピュ

10

ータ・システム２０は、フィルタ２７およびＡ−Ｄ変換器２６を介して生のパッチ・デー
タ（すなわち電圧読取値）を取得し、この生のパッチ・データを用いて、心臓１０または
その心室の中に配置されたカテーテル電極（たとえば、上述のロービング電極１７）の３
次元空間（Ｘ，Ｙ，Ｚ）における生の電極位置座標を決定するように構成される。いくつ
かの実施形態では、患者１１の心周期の位相は、そのような電極位置座標が受信された場
合に、測定するあるいは決定することができる。この目的のために、一実施形態では、体
表面電極に接続され、参照符号１５によりまとめて指定される従来の１２本のＥＣＧ導線
のほとんどまたは全ては、患者１１の心電図（ＥＣＧ）の取得をサポートするために設け
られている。
20

【００２７】
あるいは、心臓１０内の固定位置に配置された基準電極、たとえば固定基準電極３１は
、心周期における心臓１０の心位相を決定するために分析され得る比較的安定した信号を
提供するために使用され得る（たとえば、冠状静脈洞に配置される）。より一般的には、
可動カテーテルまたはロービング・カテーテル以外の電極を有する他のカテーテルを、心
臓１０に対して一定に位置に配置し維持して、心位相を示す比較的安定した信号を取得す
ることができる。図示されたように、ＥＣＧ導線１５は、コンピュータ・システム２０に
直接接続され、取得および後続の処理が行われて、心周期における心臓１０の位相が取得
される。ＥＣＧ導線１５は、他のシステム（図示せず）に対して提供されてもよい。
【００２８】
コンピュータ・システム２０は、ＥＣＧ導線１５のうちの１つまたは複数に現れる信号
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のフィルタリングを採用することができ、これにより所定量の遅延が導入され得ることに
留意されたい。たとえば、１２００サンプル／秒で動作する一実施形態では、１２タップ
のデジタル・フィルタをＥＣＧ提供信号（ＥＣＧ−ｐｒｏｖｉｄｅｄ

ｓｉｇｎａｌ）に

対して使用することができ、これは対応する１２タイム・ステップの遅延をコンピュータ
・システム２０における決定された心位相の可用性（ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ）に導入
する効果を有する場合がある。一般的には、心位相情報の可用性における比較的短い待ち
時間は、心臓マッピングの生成の精度と、心臓マッピングから生成される心臓運動のアニ
メーションのその後の「再生」とに軽微な影響を有するものと考えられ得る。
【００２９】
一例では、定位データ（たとえばＮＡＶＸ（商標）データ）から得られた心臓マッピン
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グは、（たとえばフィルタの結果として）減衰し、ラグを含むことがある。したがって、
カテーテルの動きは、心臓マッピングから生成される心臓運動のアニメーションと一致し
ていることがある。しかしながら、カテーテルの動きは、含まれるラグによって、蛍光透
視法によって生成されるデータ、および／または心臓１０の生理的運動と一致していない
ことがある。
【００３０】
図２に、図１の例示的なカテーテル１３の一実施形態をより詳細に示す。カテーテル１
３は、たとえば、心臓１０の左心室３８にのみ配置されているように示された、従来のＥ
Ｐカテーテルとすることができる。また、ＥＰカテーテル１３は、電極１７に加えて、追
加のリング電極３９、４０および４１を含むことができ、これらはまとめてセンサを定義
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する。カテーテル１３がさらに他の電極を含むことができ、ＥＰまたはＲＦアブレーショ
ンの実施形態などの他の実施形態では、１つまたは複数の他の電極が任意数の診断目的お
よび／または治療目的で使用され得ることを理解されたい。たとえば、そのような電極、
したがってそのようなカテーテルを、アブレーション処置、心臓マッピング、ＥＰ研究お
よび他の処置を行うために用いることができる。本発明は、カテーテルまたはカテーテル
・ベースのシステムまたは処置の任意の一種類に限定されない。加えて、上述のように、
位置センサは、記載のインピーダンス・ベースの定位の実施形態では、カテーテル先端電
極およびリング電極のうちの１つまたは複数を備えることができる。全ての位置情報は、
心臓１０の運動モデルをレンダリングする際に使用するための位置データ点の決定を改良
するために使用することができる。
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【００３１】
いくつかの実施形態では、位置データおよび心位相データは、心周期中の心臓壁運動に
関連する運動サンプルとして受信することができる。一例では、センサ（たとえば電極１
７、３９、４０、４１）を、ある期間の間に心臓壁に対して特定の位置に保持して、位置
データを収集しつつ、同時に心位相データを収集することができる。したがって、心臓壁
が動いた場合、心臓壁運動を表すいくつかの点を受信することができる。心臓壁の位置が
、位置データが受信された特定の心位相とペアにされ得るように、これらの点を心位相デ
ータに関連付けることができる。
【００３２】
いくつかの例では、センサを１０秒の期間の間、心臓壁上の特定の位置に保持すること
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ができ、これにより心臓壁運動に関連する十分な運動サンプルを提供することができる。
詳細には、ＥｎＳｉｔｅ（商標）ＮａｖＸ（商標）などの心臓マッピング・システムを用
いる場合、センサは、およそ１０から１５秒の期間の間、特定の位置に保持され得る。Ｍ
ｅｄｉＧｕｉｄｅ（商標）などの心臓マッピング・システムを用いる場合、十分なサンプ
ル期間は、およそ５秒まで削減することができる。データがこの期間にわたって平均化（
たとえばアンサンブル平均化）され得るように、サンプル時間の持続時間は、１つまたは
複数の呼吸周期に及ぶ場合がある。十分なアルゴリズムが与えられた場合、期間は１から
３心周期にさらに削減することができ、これはおよそ１から３秒であり得る。ＥｎＳｉｔ
ｅ（商標）Ｖｅｌｏｃｉｔｙ（商標）およびＭｅｄｉＧｕｉｄｅ（商標）心臓マッピング
・システムは両方とも、信号フィルタを用いて位置データから呼吸アーティファクトを除
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去することが可能な呼吸補償アルゴリズムを組み込んでいる。
【００３３】
いくつかの実施形態では、位置データおよび心位相データは、一般的には、一様なサン
プル・レートで収集されないことがある。ＥｎＳｉｔｅ（商標）Ｖｅｌｏｃｉｔｙ（商標
）心臓マッピング・システムを用いる場合、心位相データのサンプル・レートは２キロヘ
ルツである場合があり、位置データのサンプル・レートは９８ヘルツである場合がある。
処理を簡単化するため、心位相データおよび位置データは、データをサンプル・レートに
調整するために再サンプリングされ得る。再サンプリングすることで、位置データおよび
心位相データが時間的に整列するように、位置データおよび心位相データのサンプル・レ
ートを適合させることができる。一例では、各位置データ点が収集される時間は、各心位
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相データ点が取得される時間と一致し得る。
【００３４】
再サンプリングは、いくつかの方法で行うことができ、位置データを心位相データのよ
り高いレートにアップ・サンプリングすることができ、または心位相データを位置データ
のサンプル・レートに間引きすることができる。いずれの方法も可能であるが、位置デー
タを心位相データにアップ・サンプリングすることは、いかなる利益も与えない場合があ
り、処理リソース３２に関連する計算負荷を増加させる場合がある。一例では、位置デー
タのサンプル・レートは増加させることはできるが、それにより運ばれる情報は増えない
場合があり、その理由は、より高いサンプル・レートまでデータを埋める補間ステップは
、補間ステップの隣接する位置データの情報を伝達するのみであるためである。
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【００３５】
いくつかの実施形態では、ＥＣＧ検出モデルを用いて、心位相データ（たとえばＥＣＧ
データ）から患者１１の心臓１０の心周期のＱＲＳ群におけるＲ波の時点を決定すること
ができる。本明細書に完全に記載されているかのように本明細書に引用により組み込まれ
る以下の論文では、ＥＣＧ検出モデルがさらに詳細に説明されている。
【００３６】
Ｃｈｅｓｎｏｋｏｖ，Ｄ．、Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｌｙ
ｏｍａｔｉｃ

ＱＴ

ａｄａｐｔａｂｌｅ

Ｄｅｔｅｃｔｏｒ、Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ

ｉｎ

Ａｕｔ

Ｃａｒｄｉｏｌｏ

ｇｙ、２００６年、３３：３３７−３４１頁。
【００３７】
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いくつかの実施形態では、ＥｎＳｉｔｅ（商標）Ｖｅｌｏｃｉｔｙ（商標）などの心臓
マッピング・システムが使用される場合、システムはＥＣＧ検出モデルを組み込むことが
できる。心周期のＱＲＳ群におけるＲ波の時点を決定することにより、心位相を各時点に
割り当てることが可能となる。一例では、隣接するＲ波間の均一な補間により、位相を各
時点に割り当てて、心周期を増分位相に分割することができる。一例では、心周期は、１
０から１００までの範囲のいくつかの増分位相に分割することができる。たとえば、心周
期は１０位相に分割することができ（たとえば１０％、２０％、３０％、など）、または
心周期は１００位相に分割することができる（たとえば１％、２％、３％、など）。しか
しながら、いくつかの実施形態では、心周期は、１０より少ないまたは１００より多いい
くつかの増分位相に分割することができる。
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【００３８】
割り当てられる位相は線形ランプ関数とすることができ、ここでＲ波の先頭に０％位相
が割り当てられ、次のＲ波に１００％位相が割り当てられる。Ｒ波は０％位相および１０
０％位相が同時に割り当てられ、その理由は、これらが心臓位置およびＥＣＧの観点で等
価であるためである。
【００３９】
いくつかの実施形態では、各位置に、ＥＣＧ検出モデルによって決定された心位相を割
り当てることができる。一例では、位置データおよび心位相データに関する時間を用いて
、心位相を位置データに割り当てることができる。そして、位置データを増分位相に割り
当てることができる。たとえば、１０個の増分位相が選択された場合、ある位置を、その
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位置に関連する心位相に基づいて、１０個の増分位相の１つに割り当てることができる。
あるいは、１００個の増分位相が選択された場合、位置に関連する心位相に基づいて、位
置を、１００個の増分位相の１つに割り当てることができる。
【００４０】
増分位相の数がより多い場合、心臓１０の運動モデルに含まれるジオメトリの間の遷移
に関する平滑度がより大きくなり得る。たとえば、心周期を心臓１０に関連する１０個の
離散ジオメトリに分割すると、１つのジオメトリから次のジオメトリへの遷移が大きくな
り得る。あるいは、心周期を心臓１０に関連する１００個の離散ジオメトリに分割すると
、１つのジオメトリから次のジオメトリへの遷移が小さくなり得、したがって１つのジオ
メトリから次のジオメトリへの遷移がより滑らかとなる。しかしながら、心周期をより多
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数の増分位相に分割すると、各増分位相における位置データ点が減少する場合があり、こ
れは運動モデルの精度に影響し得る。
【００４１】
いくつかの実施形態では、各増分位相は、ある範囲の心位相を含むことができる。たと
えば、増分位相が１０％増分に分割されるように１０個の増分位相が選択された場合、２
０％増分位相±５％に入る心位相は、２０％増分位相に含めることができる。あるいは、
増分位相が１％増分に分割されるように１００個の増分位相が選択された場合、２０％増
分位相±０．５％に入る心位相は、２０％増分位相に含めることができる。
【００４２】
いくつかの実施形態では、複数の位置データ点を、各増分位相に含めることができる。
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たとえば、心位相に関連する複数の位置データ点が、特定の増分位相に関連するある範囲
の心位相に含まれる場合、複数の位置データ点を特定の増分位相に含めることができる。
加えて、位置データ点が複数の心周期にわたって収集される場合、複数の位置データ点を
特定の増分位相に含めることができる。たとえば、位置データが３心周期にわたって収集
される場合、各増分位相は、各心周期から位置データ点を１つずつ、３つの位置データ点
を含むことができる。
【００４３】
いくつかの実施形態では、各増分位相に含まれる位置データ点の平均を計算することが
できる。いくつかの例では、各増分位相に含まれる位置データ点の平均を計算するために
、アンサンブル平均を用いることができる。各増分位相に関して受信される位置データ点

10

の数が増えるにつれて、位置データ点の平均は、よりロバストになり、位置データ点から
生成される心臓１０の運動モデルに関する精度がより高くなり得る。
【００４４】
いくつかの実施形態では、各増分位相に含まれる位置データ点について統計量を計算す
ることができる。一例では、各増分位相に含まれる位置データ点について標準偏差および
／または分散を計算することができる。各増分位相に含まれる位置データ点から計算され
る平均位置が信頼できることを確保して、運動サンプルを収集するのに必要な時間の長さ
を決定するために統計量を用いることができる。
【００４５】
図３Ａに、本開示の実施形態による、心周期に関連する運動サンプルおよび平均化され
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た運動サンプルを示す。心臓壁運動に関する第１の運動サンプル４５および第２の運動サ
ンプル４６は、いくつかのデータ位置点を含み得るものであるが、カテーテル１３に取り
付けられたセンサから受信され得る。一例では、第１の運動サンプル４５は、第１の心周
期に関連する位置データ点を含むことができ、第２の運動サンプル４６は、第２の心周期
に関連する位置データ点を含むことができる。図３Ａに示されるように、第１の運動サン
プル４５（たとえば位置データ点）の大部分は、第２の運動サンプル４６と重ならない。
平均位置４７−０、４７−１、．．．、４７−９を第１の運動サンプル４５および第２の
運動サンプル４６から計算して、平均化された運動サンプルを生成することができる。平
均位置４７−０、４７−１、．．．、４７−９は各々、増分位相に関連付けることができ
る。たとえば、平均位置４７−０を０％位相に関連付けることができ、平均位置４７−１
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を１０％位相に関連付けることができ、平均位置４７−２を２０％位相に関連付けること
ができ、平均位置４７−３を３０％位相に関連付けることができ、平均位置４７−４を４
０％位相に関連付けることができ、平均位置４７−５を５０％位相に関連付けることがで
き、平均位置平均位置４７−６を６０％位相に関連付けることができ、平均位置４７−７
を７０％位相に関連付けることができ、平均位置４７−８を８０％位相に関連付けること
ができ、平均位置４７−９を９０％位相に関連付けることができる。一例では、アンサン
ブル平均運動サンプルは、第１の運動サンプル４５および第２の運動サンプル４６のアン
サンブル平均を介して得ることができ、平均位置４７−０、４７−１、．．．、４７−９
を含むことができる。
【００４６】
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一例では、およそ７０％および８０％の間の増分位相は、心臓１０の拡張末期位相に関
連付けることができ、これは本開示の実施形態において参照心位相として使用され得る。
一例では、本開示の目的のための参照心位相は、ＱＲＳ群からのオフセットとして計算す
ることができ、およそ７０％から８０％の間の増分位相に対応し得る。心臓１０の心周期
は、現在の拡張末期位相および以前の拡張末期位相により定義することができ、中間心位
相（たとえば９０％位相、０％位相、１０％位相、２０％位相、３０％位相、４０％位相
、５０％位相、６０％位相）は、拡張末期位相の間の心周期の位相とすることができる。
たとえば、心臓の心周期は、ＱＲＳ群の間の期間（たとえば収縮期）として定義すること
ができる。
【００４７】
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図３Ｂに、本開示の実施形態による、位置データ・テーブルを示す。位置データ・テー
ブル５３は、時間Ｔ０からＴ９を含む時間の列を含み、これらは位相の列４９にリスト化
された位相０％から９０％に対応する。図示されたように、位置データ・テーブルは、０
％心位相から９０％心位相までの範囲の１０個の増分位相に割り当てられた位置データを
含む。参照心位相位置は、基準の列５０において位相ごとに定義することができる。たと
えば、参照心位相位置Ｐ７０は、７０％の位相に関連する位置データ点（たとえば座標）
に対応することができ、これは心周期の拡張末期位相に対応する（たとえば、参照心位相
）。心位相位置の列５１は、位相の列４９にリスト化された各心位相に関連する位置デー
タ点を含むことができる。たとえば、心位相位置Ｐ０は０％位相についての位置データ点
に対応することができ、心位相位置Ｐ１０は１０％位相についての位置データ点に対応す

10

ることができる、などである。心位相位置Ｐ７０は７０％位相についての位置データ点に
対応することができ、これは、参照心位相位置と同じ位置データ点であり得る。
【００４８】
基準座標ペアを、各位相に対する割り当てられた位置データに基づいて、増分位相の各
々（たとえば、０％、１０％、２０％など）に対して決定することができる。一例では、
心位相オフセットを位相ごとに決定することができる。心位相オフセットは、参照心位相
位置（たとえば最終心位相）および中間心位相位置の間の位置の変化に関連するベクトル
とすることができる。たとえば、７０％が参照心位相位置として使用されているので、７
０％位相における心位相位置（たとえばＰ７０）が参照心位相位置（たとえばＰ７０）と
同じであり、したがって、位置データ・テーブル５３に示されるように、７０％位相につ
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いての心位相オフセットは（０，０，０）である。
【００４９】
いくつかの実施形態では、参照心位相（たとえば拡張期位置）に対応する心臓１０の表
面モデルを受信することができる。いくつかの実施形態では、位置センサを備えたカテー
テルを、心臓に挿入することができ、心臓内で動かして点群を取得することができる。点
群を用いて、心臓１０の表面モデルを構築することができる。いくつかの実施形態では、
心臓１０の表面モデルは、画像システムによって取得することができる。たとえば、セグ
メント化されたモデルを画像システムから得ることができる。いくつかの実施形態では、
セグメント化されたモデルは、画像システム、たとえばコンピュータ断層撮影（ＣＴ：ｃ
ｏｍｐｕｔｅｄ
ｔｉｃ

ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）システム、磁気共鳴画像（ＭＲＩ：ｍａｇｎｅ

ｒｅｓｏｎａｎｃｅ
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ｉｍａｇｉｎｇ）システム、および／または心腔内心エコ

ー図法（ＩＣＥ：ｉｎｔｒａ−ｃａｒｄｉａｃ

ｅｃｈｏｃａｒｄｉｏｇｒａｐｈｙ）シ

ステムなどからインポートすることができ、マッピング・システム、たとえばＥｎＳｉｔ
ｅ（商標）Ｆｕｓｉｏｎ（商標）を用いて登録することができる。セグメント化されたモ
デルは融合させることができ、基準ジオメトリとしての役割を果たす、心臓１０の表面モ
デルとして、点群から構築される表面モデルとほぼ同様に使用することができる。心臓１
０の表面モデルは最終心位相にあるので、最終心位相（たとえば７０％位相）にある心位
相位置は、心臓１０の表面モデル上の位置に関連付けることができる。表面モデルの座標
が位相ごとに変化して心臓１０の運動を反映するように、心位相オフセットを用いて表面
モデルの座標をシフトさせることができる。たとえば、点群から構築される表面モデルの
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座標ならびに／あるいはＣＴおよび／またはＭＲＩから取得される表面モデルの座標をシ
フトさせて、心臓１０の運動を反映することができる。
【００５０】
各位相に対する基準座標ペアは、位相ごとに参照心位相位置および心位相オフセットを
含むことができる。一例では、基準ループは、全ての位相にわたる基準ペアの完全なセッ
トを含むことができる。基準座標ペアは：
｛Ｌｒｅｆ，ΔＬｐ｝
と表すことができ、ここでＬｒｅｆは参照心位相における基準ループの絶対位置であり、
ΔＬｐは位相ｐにおける参照心位相位置からのオフセットである。同等に、基準座標ペア
は、以下の絶対的ペア：
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｛Ｌｒｅｆ，Ｌｐ｝
を用いて表すことができ、ここでＬｒｅｆは参照心位相における基準ループの絶対位置で
あり、Ｌｐは位相ｐにおける基準ループの絶対位置である。一例では、オフセット（たと
えばΔＬｐ）を用いると、オフセットを表面モデルの座標に加算することになり得るのに
対して、絶対的な基準ペアリングを用いると、新たな座標を表面モデルの座標に割り当て
ることになり得る。
【００５１】
基準ループは、心臓壁の特定の点に対応し得、心周期にわたって心臓壁が動く場合にそ
の点の運動を表し得る。また、基準ループは、心臓壁の他の点について生成することがで
き、したがって心臓１０の表面モデルの座標をシフトして心臓１０の運動モデルを生成す
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ることができる。各基準ループに対する基準ペアが決定されると、基準ペアを用いて、参
照心位相（たとえば拡張期）を表す表面モデルから各特定の心位相への座標のシフトを決
定することができる。座標のシフトは以下のように表すことができる：
ｆ：Ｒ３→Ｒ３
座標のシフトは、一例では、関数回帰によって決定することができる。たとえば、Ｓｔ．
Ｊｕｄｅ

Ｍｅｄｉｃａｌ社から市販されているＥｎＳｉｔｅ（商標）Ｆｕｓｉｏｎ（商

標）モジュールで使用されており、または本明細書に完全に記載されているかのように本
明細書に引用により組み込まれる２００８年１２月３１日に出願された米国特許出願第１
２／３４７，２１６号を参照して概して閲覧できる、関数回帰法。関数回帰法は、薄板ス
プライン・モデル、放射基底ネットワーク・モデル、および／または平均値座標モデルの

20

使用を含むことができる。
【００５２】
いくつかの例では、これらの関数回帰法および／または他の関数回帰法を用いることが
できる。しかしながら、薄板スプラインの方法は、基準点間の過度の振動の制限、座標の
シフトの際のマニホールド面の維持、およびソフトウェアでのその単純な実装を含むいく
つかの要因によって好ましい場合がある。
【００５３】
薄板スプライン・モデルの概要は以下に示され：
【００５４】
30

【数１】

ここで、重み（ｗ）は、薄板スプライン・モデルの獲得フェーズから決定される。本明細
書に完全に記載されているかのように本明細書に引用により組み込まれる以下の論文では

40

、薄板スプライン・アルゴリズムがさらに詳細に説明されている：
【００５５】
Ｂｏｏｋｓｔｅｉｎ，Ｆ
ｅ

Ｓｐｌｉｎｅｓ

ｍａｔｉｏｎｓ、ＩＥＥＥ
ｌｙｓｉｓ

ａｎｄ

Ｌ、Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ

ａｎｄ

ｔｈｅ

Ｗａｒｐｓ：Ｔｈｉｎ

Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ

Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ

Ｍａｃｈｉｎｅ

ｏｎ

ｏｆ

Ｐｌａｔ
Ｄｅｆｏｒ

Ｐａｔｔｅｒｎ

Ａｎａ

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ、１９８９年、１１：

５６７−５８５頁。
【００５６】
Ｂｏｏｋｓｔｅｉｎ，Ｆ
ｅ

Ａｔｌａｓ

Ｌ、Ｔｈｉｎ−Ｐｌａｔｅ

Ｐｒｏｂｌｅｍ

ｆｏｒ

Ｓｐｌｉｎｅｓ

Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ

ａｎｄ

ｔｈ

Ｉｍａｇｅｓ、Ｐｒ
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ｅｒｅｎｃｅ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ｃａｌ

ｏｎ

ｔｈｅ

１２ｔｈ

ｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
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Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｏｎｆ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｍｅｄｉ

ｉｎ

Ｉｍａｇｉｎｇ、１９９１年７月。

【００５７】
座標のシフトが位相ごとに計算されると、現在の心臓マッピングは、ＥＣＧデータから
取得された現在の心位相から決定することができる。現在の位相は、本明細書で先に論じ
られたようにＥＣＧデータから取得することができる。一例では、Ｒ波が検出され、Ｒ波
間の期間（たとえば心周期を定義するもの）が計算される。瞬間的な時点における心位相
は次のＲ波が到着するまで知ることができないので、以前のＲ−Ｒ間隔の期間を用いて、
現在の心位相を予測する。以前のＲ−Ｒ間隔の期間がＤであり、最後のＲ波からの時間が

10

ｄである場合、以下のように、現在の時点が心位相に割り当てられる：
【００５８】
【数２】

したがって、現在の心位相は、以前の心位相に基づいて決定することができる。たとえば
、現在の心位相は、以前の心周期の長さに関連する時間と、現在の心周期が開始してから
時間との比に基づいて決定することができる。
【００５９】
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いくつかの例では、次のＲ波が以前のＲ−Ｒ間隔と比べて遅れて到着する場合、心周期
において遅れて発生する中間心位相に関連する時点は各々１００％位相が割り当てられ、
最終心位相であるかのように見えることになる。これにより、一例では、心臓運動モデル
の運動が一時停止し得る。あるいは、次のＲ波が以前のＲ−Ｒ間隔と比べて早く到着する
場合、心周期において遅れて発生する中間心位相に関連する時点は１００％位相に到達す
ることはなく、ただちに元の０％に遷移する場合がある。これは、拍動する心臓のモデル
の観察される運動に突然元の０％にジャンプさせる効果を有し得る。
【００６０】
本開示のいくつかの実施形態は、リコール（ｒｅｃａｌｌ）・モードとリアルタイム・
モードとを含むことができる。リコール・モードでは、患者１１の心臓１０に関連するい

30

くつかの心周期を記録することができる。したがって、心周期に関連するＲ−Ｒ間隔の実
際の期間を記録し、Ｒ−Ｒ間隔の各々に対して心位相を割り当てるために後で使用するこ
とができる。リアルタイム・モードでは、本明細書で論じられるように、以前のＲ−Ｒ間
隔の期間を用いて、現在のＲ−Ｒ間隔に関連する現在の心位相を予測することができる。
【００６１】
リコール・モードでは、ＥｎＳｉｔｅ（商標）Ｖｅｌｏｃｉｔｙ（商標）心臓マッピン
グ・システムで利用可能なオフライン・レビュー・モードでユーザが操作している場合に
、次のＲ波が早くおよび／または遅れて到着することにより生じる任意の問題は、いかな
る問題ももたらさないことがあり、その理由は、次のＲ波の到着を事前に記憶することが
でき、これを利用して特定のＲ−Ｒ間隔ごとに心位相を割り当てることができるためであ
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る。リアルタイムでは、位相を決定する代替の方法を採用することができる。たとえば、
値Ｄを、いくつかの以前の周期についての最小値または最大値として決定して、心臓１０
の運動モデルにおけるジャンプまたは一時停止を回避することができる。加えて、いくつ
かの例では、Ｒ−Ｒ間隔の平均値を用いて値Ｄを決定し、それによってジャンプおよび／
または一時停止を回避することができるが、例はそのように限定されていない。
【００６２】
いくつかの実施形態では、心周期の現在の位相（ｐ）が決定された場合、心室のジオメ
トリを、心周期の現在の心位相に基づいて表示することができる。現在の心位相が増分心
位相（たとえば１０％位相）と一致する場合、心臓１０の表面モデルの座標ごとにその心
位相について回帰関数を計算することで、心室のジオメトリの決定を行うことができる。
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一例では、オフセットを心臓１０の表面モデルの座標に加算して座標をシフトするオフセ
ット手法を用いることができ、以下のように表すことができる：
【００６３】
【数３】

あるいは、表面モデルの座標の絶対位置が定義される絶対的な手法を用いることができ、
以下のように表すことができる：
【００６４】
【数４】

10

【００６５】
いくつかの実施形態では、現在の心位相が増分心位相の１つ（たとえば１０％位相）、
したがってその増分位相に関連する座標のシフトに分類されない場合、表面モデルの座標
の位置は補間によって決定することができる。たとえば、現在の位相（たとえば１５％）
が２つの増分心位相（たとえば１０％、２０％）の間にある場合、現在の位相に関連する
座標は、以下のようにオフセット手法を用いて決定することができる：
【００６６】
【数５】

20

リコール・モードでは、表面モデルの座標のシフトが決定された各心位相は、表面モデル
の座標ごとに事前に計算することができ、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルに記
憶することができる。したがって、関数ｆの計算を、それが必要な座標ごとに行う代わり
に、表面モデルの座標のシフトを、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを参照して
決定することができる。したがって、位相ジオメトリの事前計算されたルックアップ・テ
ーブルがあれば、補間が、表面モデルの座標のシフトを決定するために行われる必要があ
り得る唯一の演算となり得る。あるいは、多数の位相（たとえば１００個）を事前に計算
し、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルに含めることができる。したがって、補間
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ステップは不要となり得る。あるいは、表面モデルの座標のシフトは、必要に応じて、表
面モデルの座標ごとに計算することができる。たとえば、増分位相の各々に対する心臓の
ジオメトリは、事前に計算して位相ジオメトリのルックアップ・テーブルに記憶するので
はなく、リアルタイムに計算することができる。
【００６７】
いくつかの実施形態では、回帰関数は、以下に示された位相の関数とすることができる
：
ｆ：Ｒ４→Ｒ３
薄板スプライン・モデルは、４つの変数、すなわち：
（ｘ，ｙ，ｚ，ｐ）
の関数となり得る。したがって、基準ループ内の基準ペアを心位相に従ってグループに分
割して、いくつかの分割された位相の各々に対して１つずつ、表面モデルの座標のいくつ
かのシフトを生成するようにするのではなく、基準ループ内の基準ペアの完全なセットを
用いて、単一の心臓マッピングを生成することができる。
【００６８】
したがって、リコール中に、オフセット手法を用いると、位相の補間はこのとき、以下
のように暗黙的となり得る：
【００６９】

40

(17)

JP 6364095 B2 2018.7.25

【数６】

先に論じられたように、多数の位相を、表面モデルの座標ごとに事前に計算し、位相ジオ
メトリのルックアップ・テーブルに記憶することができる。これにより、表面モデルの座
標のシフトの決定に関する計算負荷を削減することができる。
【００７０】
したがって、表面モデル（たとえば心室のジオメトリ）の座標のシフトは、位相ジオメ
トリのテーブル内の位相ジオメトリと心位相を関連付けることで決定することができる。
いくつかの実施形態では、時間を、位相ジオメトリのテーブル内の位相ジオメトリと関連

10

付けることができ、したがってその時間を位相ジオメトリのテーブル内の位相ジオメトリ
に関連付けることで、表面モデルの座標のシフトを決定することができる。位相ジオメト
リのテーブルは、特定の位相および／またはその位相に関連する特定の時間における心臓
１０のジオメトリをモデル化できるような、心臓１０の獲得された心臓マッピングを与え
ることができる。いくつかの実施形態では、各心位相および／または時間に関連する位相
ジオメトリを順々にディスプレイ２３によって表示させることで、現在の心周期のアニメ
ーションを構築することができる。たとえば、現在の心周期のアニメーションは、心周期
の各増分位相にわたって表面モデルの座標をシフトさせることで提供することができる。
いくつかの実施形態では、いくつかの頂点が、表面モデルを形成することができ、心周期
の各増分位相に従ってシフトして心周期のアニメーションを与えることができる。

20

【００７１】
図４に、本開示の実施形態による、心臓の運動モデルをレンダリングするための方法の
一例のブロック図を示す。いくつかの実施形態では、方法５５は、コンピュータ・システ
ム２０により実行することができる。方法５５は、ブロック５６において、心周期中の心
臓壁運動に関連する位置データを受信することを含むことができる。位置データは、患者
１１の心臓１０に挿入されるカテーテル１３に接続された電極１７を介して受信すること
ができる。いくつかの実施形態では、心周期に関連する心位相データを、位置データと同
時に受信することができる。心臓１０の心周期は、現在の参照心位相と、以前の参照心位
相とによって定義することができる。一例では、参照心位相は拡張末期位相とすることが
でき、したがって心周期は現在の拡張末期位相と以前の拡張末期位相とによって定義され
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る。
【００７２】
さらに、心周期は、現在の参照心位相および以前の参照心位相の間にあるいくつかの中
間心位相により定義することができる。たとえば、本明細書で論じられるように、現在の
参照心位相が現在の拡張末期位相であり、以前の参照心位相が以前の拡張末期位相である
場合に、中間心位相は収縮期位相であり得る。
【００７３】
いくつかの実施形態では、ブロック５７において、方法５５は、心周期を増分位相に分
割することを含むことができる。たとえば、心周期は、１％位相、２％位相、５％位相、
１０％位相などに分割することができる。ブロック５８において、心臓壁運動に関連する
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位置データを増分位相に割り当てることができる。一例では、心臓壁運動に関連する位置
データは、位置データが受信された対応する心位相に基づいて増分位相の１つに割り当て
ることができる。たとえば、位置データは、それが受信された特定の心位相に関連付ける
ことができ、それによって増分位相の１つに一致させることができる。
【００７４】
方法５５は、ブロック５９において、増分位相の各々について基準座標ペアを決定する
ことを含むことができる。一例では、基準座標ペアは、中間心位相に関する位置データと
、参照心位相に関する位置データとを含む。したがって、基準座標ペアは、参照心位相と
中間心位相との間の心臓壁の位置の変化に関する情報を提供することができる。
【００７５】
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いくつかの実施形態では、方法５５は、ブロック６０において、増分位相の各々につい
ての基準座標ペアから基準ループを構築することを含むことができる。基準ループは、増
分位相の各々についての基準座標ペアを含むことができ、したがって心周期全体にわたる
心臓壁の位置の変化に関する情報を含むことができる。
【００７６】
いくつかの実施形態では、参照心位相に対応する心臓１０の表面モデルを受信すること
ができる。一例では、基準ループ内の各基準座標ペアを用いて、心臓１０の表面モデルに
関連する座標のシフトを決定することができる。したがって、ブロック６１において、基
準ループを用いて参照心位相と中間心位相との間の獲得された心臓マッピングを決定する
ことができる。獲得された心臓マッピングを用いて、現在の心位相に基づいて心臓１０の

10

現在の心臓マッピングを決定することができる。たとえば、獲得された心臓マッピングは
、心位相および／または心位相に関連する時間についての心臓１０のジオメトリ（たとえ
ば表面モデルの座標のシフト）を含むことができる。
【００７７】
いくつかの実施形態では、参照心位相と中間心位相との間の獲得された心臓マッピング
を決定することは、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを計算することを含むこと
ができる。たとえば、本明細書で論じられるように、多数の心位相と、心臓１０の表面モ
デルに関連する座標の関連するシフトとを事前に計算し、位相ジオメトリのルックアップ
・テーブルに記憶することができる。現在の心位相および／または現在の心位相に関連す
る時間を用いて、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを用いることで表面モデルの
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座標の関連するシフトを決定することができる。したがって、心臓１０の表面モデルに関
連する座標は、現在の心位相および／または心位相に関連する時間を位相ジオメトリのテ
ーブル内の位相ジオメトリと関連付けることで、シフトさせることができる。
【００７８】
いくつかの実施形態では、現在の心位相は、以前の心位相に基づいて決定することがで
きる。たとえば、現在の心位相は、以前の心周期の長さに関する時間と、現在の心周期が
開始してからの時間との比に基づいて決定することができる。たとえば、以前の心周期が
１秒であり、現在の心周期からの時間が０．５秒である場合、以前の心周期の長さに関す
る時間と、現在の心周期が開始してからの時間との比は０．５であり得、５０％位相を表
30

す。
【００７９】
図５に、本開示の実施形態による、コンピューティング・デバイスの処理リソースと通
信可能なコンピュータ可読媒体の一例のブロック図を示す。コンピュータ・システム２０
は、図１に関して論じられたように、いくつかの機能を実施するためのソフトウェア、ハ
ードウェア、ファームウェア、および／またはロジックを利用することができる。コンピ
ュータ・システム２０は、いくつかのリモートコンピューティング・デバイスを含むこと
ができる。
【００８０】
コンピュータ・システム２０は、いくつかの機能を実施するように構成されたハードウ
ェアおよびプログラム命令の組み合わせとすることができる。ハードウェアは、たとえば
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、１つまたは複数の処理リソース３２、コンピュータ可読媒体（ＣＲＭ：ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ

ｒｅａｄａｂｌｅ

ｍｅｄｉｕｍ）６５などを含むことができる。プログラム命令（

たとえばコンピュータ可読命令（ＣＲＩ：ｃｏｍｐｕｔｅｒ−ｒｅａｄａｂｌｅ

ｉｎｓ

ｔｒｕｃｔｉｏｎ）６６）は、ＣＲＭ６５に記憶され、所望の機能（たとえば、平均化さ
れた位置データから増分位相の各々について基準座標ペアを決定する、など）を実施する
ために処理リソース３２により実行可能な命令を含むことができる。また、ＣＲＩ６６は
、サーバにより管理されるリモート・メモリに記憶することもでき、ダウンロード、イン
ストール、および実行が可能なインストール・パッケージを表すことができる。コンピュ
ータ・システム２０は、メモリ・リソース３３を含むことができ、処理リソース３２は、
メモリ・リソース３３に接続することができる。
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【００８１】
処理リソース３２は、内部または外部の非一時的ＣＲＭ６５に記憶可能なＣＲＩ６６を
実行することができる。処理リソース３２は、ＣＲＩ６６を実行して、図１から図４に関
して説明された機能を含む様々な機能を実施することができる。
【００８２】
いくつかのモジュール６７、６８、６９、７０、７１、７２、７３は、サブ・モジュー
ルまたは他のモジュールとすることができる。たとえば、分割モジュール６７および割り
当てモジュール６８は、サブ・モジュールとすることができ、および／または単一のモジ
ュールに含めることができる。さらに、いくつかのモジュール６７、６８、６９、７０、
７１、７２、７３は、互いに分離しており別個である個別のモジュールを備えることがで

10

きる。
【００８３】
表面モデル受信モジュール６７は、ＣＲＩ６６を備えることができ、心周期の拡張末期
位相に対応する心臓１０の表面モデルを受信するために処理リソース３２により実行する
ことができる。心臓１０の表面モデルは、電極１７から受信される位置データから形成す
ることができ、参照心位相（たとえば拡張末期位相）に対応し得る。あるいは、心臓１０
の表面モデルは、事前の時間に生成し、コンピュータ・システム２０を介して受信するこ
とができる。
【００８４】
位置データ受信モジュール６８は、ＣＲＩ６６を備えることができ、心周期中の心臓壁

20

運動に関連する位置データを受信するために処理リソース３２により実行することができ
る。本明細書で論じられたように、位置データは、心臓１０に挿入されるカテーテル１３
に接続される電極１７から受信することができる。一例では、電極１７は、少なくとも１
心周期の間に心臓１０の壁に対して保持することができる。
【００８５】
分割モジュール６９は、ＣＲＩ６６を備えることができ、心周期を増分位相に分割する
ために処理リソース３２により実行することができる。いくつかの例では、心周期は、１
０位相および１００位相の間のある範囲の位相に分割することができる。たとえば、心周
期は、１０％位相、２０％位相、３０％位相などに分割することができる。あるいは、心
周期は、１％位相、２％位相、３％位相などに分割することができる。

30

【００８６】
割り当てモジュール７０は、ＣＲＩ６６を備えることができ、心臓壁運動に関連する位
置データを増分位相に、位置データに関連する対応する心位相に基づいて割り当てるため
に、処理リソース３２により実行することができる。たとえば、心周期が１００位相に分
割される場合、１％心位相に関連する位置データは１％増分心位相に割り当てることがで
き、７５％心位相に関連する位置データは７５％増分心位相に割り当てることができる。
【００８７】
平均決定モジュール７１は、ＣＲＩ６６を備えることができ、増分位相の各々に割り当
てられた位置データの平均を決定するために、処理リソース３２により実行することがで
きる。一例では、複数の位置に関連する位置データが増分位相の１つに含まれる場合、１

40

つの平均位置データ点を決定できるようにデータの平均を取得することができる。本明細
書で論じられるように、いくつかの例では、位置データのアンサンブル平均を取得するこ
とができる。
【００８８】
基準ペア決定モジュール７２は、ＣＲＩ６６を備えることができ、平均化された位置デ
ータから増分位相の各々に対して基準座標ペアを決定するために、処理リソース３２によ
り実行することができる。いくつかの例では、各位相に対する基準座標ペアは、位相ごと
に、参照心位相位置と、心位相オフセットとを含むことができる。したがって、各位相に
対する基準座標ペアは、心臓１０の心臓壁の運動に関する情報を提供することができる。
いくつかの実施形態では、基準座標ペアは、基準座標ペアが増分位相間にある心位相に関
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連付けられたことに応答して、補間することができる。たとえば、基準ペアが１０％位相
および２０％位相について決定されている場合、基準ペアを１７％位相について補間する
ことができる。
【００８９】
いくつかの実施形態では、基準座標ペアは、心臓１０の表面モデルに関連する座標から
のオフセットとすることができる。たとえば、オフセット基準座標ペアを用いて、表面モ
デルの座標をオフセットにより示される位置にシフトすることができる。あるいは、基準
座標ペアは、心臓１０の表面モデルに関連する座標の絶対位置とすることができる。たと
えば、基準の絶対座標ペアは、心臓１０の表面モデルのシフトされた位置を定義すること
ができる。

10

【００９０】
構築モジュール７３は、ＣＲＩ６６を備えることができ、増分位相の各々についての基
準座標ペアから基準ループを構築するために、処理リソース３２により実行することがで
きる。一例では、基準ループは、増分位相の各々について基準座標ペアを含むことができ
、したがって、心周期全体にわたる心臓壁の位置の変化に関する情報を含むことができる
。一例では、基準ループ内の各基準座標ペアを用いて、心臓１０の表面モデルに関連する
座標のシフトを決定することができる。
【００９１】
計算モジュール７４は、ＣＲＩ６６を備えることができ、基準ループに基づいて位相ジ
オメトリのルックアップ・テーブルを計算するために、処理リソース３２により実行する

20

ことができる。一例では、ルックアップ・テーブルは、表面モデルの座標のシフトと、心
周期の関連する心位相および／または関連する時間とを含むことができる。したがって、
ルックアップ・テーブルを用いて、現在の心周期の現在の心位相、および／または現在の
心周期の現在の心位相に関連する時間に基づいて、表示すべき心臓１０のジオメトリを決
定することができる。
【００９２】
シフト決定モジュール７５は、ＣＲＩ６６を備えることができ、ルックアップ・テーブ
ルと心周期の現在の心位相とに基づいて表面モデルの座標のシフトを決定するために、処
理モジュール３２により実行することができる。一例では、表面モデルの座標は、表面モ
デルが現在の心位相に関連する心臓１０のジオメトリを反映するように、心位相の進行と

30

共にシフトされ得る。たとえば、表面モデルの座標のシフトの決定は、ルックアップ・テ
ーブル内の座標のシフトを調べるために、現在の心位相および／または現在の心位相に関
連する時間を用いて行うことができる。いくつかの実施形態では、心周期中の心臓１０の
ジオメトリの変化のアニメーションを、ルックアップ・テーブルを用いて心周期の現在の
心位相に基づいて決定することができる。ジオメトリの変化のアニメーションは、ディス
プレイ２３によって表示することができる。
【００９３】
様々な装置、システム、および／または方法の実施形態が本明細書で説明されている。
本明細書で説明され添付の図面に図示された実施形態の全体構造、機能、製造、および使
用の完全な理解を与えるために、多数の具体的な詳細が説明されている。しかしながら、

40

そのような具体的な詳細がなくとも実施形態が実施され得ることは当業者には理解されよ
う。他の例では、本明細書に記載の実施形態を不明瞭にしないために、よく知られている
動作、構成要素、および要素は詳細に説明されていない。本明細書で説明され図示された
実施形態が非限定的な例であることを当業者は理解すると考えられ、したがって本明細書
で開示された特定の構造的および機能的詳細が代表的なものである場合があり、必ずしも
実施形態の範囲を限定するものではなく、その範囲はもっぱら添付の特許請求の範囲によ
り定義されることは理解できよう。
【００９４】
本明細書全体にわたる、「様々な実施形態」、「いくつかの実施形態」、「一実施形態
」または「ある実施形態」などへの言及は、実施形態に関連して説明される特定の特徴、
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構造、または特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。したがって
、本明細書全体にわたる所々の、「様々な実施形態では」、「いくつかの実施形態では」
、「一実施形態では」、または「ある実施形態では」などの語句の出現は、必ずしも全て
が同一の実施形態を指すわけではない。さらに、特定の特徴、構造、または特性は、１つ
または複数の実施形態において任意の適切な方法で組み合わせることができる。したがっ
て、一実施形態に関連して図示または説明される特定の特徴、構造、または特性を、１つ
または複数の他の実施形態の特徴、構造、または特性と全体的または部分的に組み合わせ
ることを、そのような組み合わせが不合理でも非機能的でもなければ、制限なく行うこと
ができる。
【００９５】

10

「近位」および「遠位」という用語が、本明細書全体を通して、患者を治療するために
使用される器具の、臨床医が操作する一端を参照して使用され得ることは理解されよう。
「近位」という用語は、臨床医に最も近い器具の部分を指し、「遠位」という用語は、臨
床医から最も遠くに位置する部分を指す。簡潔に見やすくするために、「垂直」、「水平
」、「上」、および「下」などの空間的な用語は、本明細書では図示された実施形態に関
して使用され得ることはさらに理解されよう。しかしながら、手術器具は、多数の向きお
よび位置で使用されることがあり、これらの用語は限定的および絶対的であることが意図
されていない。
【００９６】
心臓マッピングを決定し、拍動する心臓の運動モデルをレンダリングするための少なく

20

とも１つの実施形態が、ある程度詳細に上記で説明されているが、当業者であれば、本開
示の趣旨または範囲から逸脱することなく、開示の実施形態の多数の変形を行うことがで
きる。全ての方向に関する言及（たとえば、上部、下部、上方、下方、左、右、左方、右
方、頂部、底部、上、下、垂直、水平、時計回り、および反時計回り）は、読者が本開示
を理解するのを支援するための識別用のものにすぎず、特にデバイスの位置、向き、また
は使用について限定するものではない。接合に関する言及（たとえば、添付される、取り
付けられる、結合される、接続される、など）は、広範に解釈されるべきであり、要素の
接続の間の中間部材、および要素間の相対移動を含むことができる。したがって、接合に
関する言及は必ずしも、２つの要素が直接接続されており、互いに対して固定された関係
にあることを暗示するものではない。上記の記述に含まれたまたは添付の図面に示された

30

全ての事項が、単なる例示として解釈され、限定として解釈されないものであることが意
図されている。添付の特許請求の範囲で定義された本開示の趣旨から逸脱することなく、
細部または構造の変更を行うことができる。
【００９７】
全体的または部分的に、本明細書に引用により組み込まれると述べられた、いかなる特
許、出版物、または他の開示資料も、組み込まれる資料が、本開示で説明される既存の定
義、記述、または他の開示資料と矛盾しない範囲でのみ、本明細書に組み込まれる。した
がって、また、必要な範囲内で、本明細書で明示的に説明される本開示は、本明細書に引
用により組み込まれるいかなる矛盾する資料にも優先する。本明細書に引用により組み込
まれると述べられているが、本明細書で説明される既存の定義、記述、または他の開示資

40

料と矛盾するいかなる資料またはその一部も、その組み込まれる資料と既存の開示資料と
の間で矛盾が生じない範囲でのみ、組み込まれる。
以下の項目は、出願当初の特許請求の範囲に記載の要素である。
（項目１）
心臓の運動モデルをレンダリングする方法であって、
心周期中の心臓壁運動に関連する位置データを受信することと、
前記心周期を増分位相に分割することと、
前記心臓壁運動に関連する前記位置データを前記増分位相に割り当てることと、
コンピューティング・デバイスを用いて、前記増分位相の各々について基準座標ペアを
決定することであって、前記基準座標ペアは、中間心位相に関する位置データと参照心位
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相に関する位置データとを含む、前記決定することと、
前記増分位相の各々についての前記基準座標ペアから、基準ループを構築することと、
前記参照心位相と前記中間心位相との間で獲得された心臓マッピングを前記基準ループ
を用いて決定することと
を備える、方法。
（項目２）
前記参照心位相と前記中間心位相との間で獲得された前記心臓マッピングを決定するこ
とは、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを計算することを含む、項目１に記載の
方法。
（項目３）

10

前記心臓の表面モデルを受信することをさらに備え、
前記心臓の前記表面モデルは、前記参照心位相に対応する、項目２に記載の方法。
（項目４）
前記心臓の前記表面モデルに関連する座標を、前記位相ジオメトリのルックアップ・テ
ーブルを用いてシフトさせることをさらに備える、項目３に記載の方法。
（項目５）
前記心臓の前記表面モデルに関連する前記座標をシフトさせることは、心位相を前記位
相ジオメトリのテーブル内の位相ジオメトリに関連付けることで決定される、項目４に記
載の方法。
（項目６）

20

前記参照心位相と前記中間心位相との間で獲得された前記心臓マッピングを決定するこ
とは、前記増分位相の少なくとも１つについて前記心臓のジオメトリを計算することを含
む、項目１に記載の方法。
（項目７）
獲得された前記心臓マッピングと現在の心位相とを用いて、現在の心臓マッピングを決
定することをさらに備える、項目１に記載の方法。
（項目８）
前記現在の心位相は、以前の心位相に基づいて決定される、項目７に記載の方法。
（項目９）
前記現在の心位相は、以前の心周期の長さに関連する時間と、現在の心周期が開始して

30

からの時間との比に基づいて決定される、項目７に記載の方法。
（項目１０）
心臓の運動モデルをレンダリングするための命令を記憶した非一時的なコンピュータ可
読媒体であって、
機械により実行可能な前記命令は、前記機械に、
心周期の拡張末期部に対応する前記心臓の表面モデルを受信させ、
前記心周期中の心臓壁運動に関連する位置データを受信させ、
前記心周期を増分位相に分割させ、
前記位置データに関連する対応する心位相データに基づいて、前記心臓壁運動に関連す
る前記位置データを前記増分位相に割り当てさせ、
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前記増分位相の各々に割り当てられた前記位置データの平均を決定させ、
前記平均化された位置データから、前記増分位相の各々について基準座標ペアを決定さ
せ、
前記増分位相の各々の前記基準座標ペアから、基準ループを構築させ、
前記基準ループに基づいて、位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを計算させ、
前記ルックアップ・テーブルと前記心周期の現在の心位相とに基づいて、前記表面モデ
ルの座標のシフトを決定させる、
非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１１）
前記ルックアップ・テーブルを用いて、前記心周期の前記現在の心位相に基づいて、前
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記心臓のジオメトリを表示するように実行可能な命令をさらに備える、項目１０に記載の
コンピュータ可読媒体。
（項目１２）
前記ルックアップ・テーブルを用いて、前記心周期の前記現在の心位相に基づいて、前
記心周期中の前記心臓の前記ジオメトリの変化のアニメーションを表示するように実行可
能な命令をさらに備える、項目１１に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目１３）
前記心臓の前記表面モデルを受信するように実行可能な前記命令は、画像システムから
得られるセグメント化されたモデルを受信するように実行可能な命令を含む、項目１０に
記載のコンピュータ可読媒体。

10

（項目１４）
前記現在の心位相が隣接する増分位相の間にあることに応答して、前記基準座標ペアを
補間するように実行可能な命令をさらに備える、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体
。
（項目１５）
前記基準座標ペアは、前記心臓の前記表面モデルに関連する座標からのオフセットであ
る、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目１６）
前記基準座標ペアは、前記心臓の前記表面モデルに関連する前記座標の絶対位置である
、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体。
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（項目１７）
心臓の運動モデルをレンダリングするためのシステムであって、
処理リソースと、
メモリ・リソースと、
を備えるコンピューティング・デバイスを備え、
前記メモリ・リソースは、コンピュータ可読指示を記憶し、
前記コンピュータ可読指示は、前記処理リソースにより実行されるとき、前記処理リソ
ースに、
カテーテルに動作可能に接続されたセンサから心周期中の心臓壁運動に関連する運動サ
ンプルであって、前記心臓壁運動に関連する位置データと、前記位置データに関連する心
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位相データと含む前記運動サンプルを受信させ、
前記心周期を増分位相に分割させ、
前記位置データを前記増分位相に、前記対応する前記心位相データに基づいて割り当て
させ、
前記割り当てられた位置データに基づいて、前記増分位相の各々について基準座標ペア
を決定させ、
前記増分位相の各々についての前記基準座標ペアから、基準ループを構築させ、
位相ジオメトリのルックアップ・テーブルを含む、前記心周期の獲得された心臓マッピ
ングを決定させ、
前記位相ジオメトリのルックアップ・テーブルと現在の心位相とに基づいて、現在の心
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周期のアニメーションを表示させる、システム。
（項目１８）
前記基準座標ペアが、中間心位相についての位置データと、最終心位相についての位置
データとを含む、項目１７に記載のシステム。
（項目１９）
最終心位相に対応する心臓の表面モデルを受信し、
前記位相ジオメトリのルックアップ・テーブルと前記現在の心位相とを用いて、前記表
面モデルの座標をシフトさせる、前記処理リソースにより実行可能な命令をさらに備える
、項目１７に記載のシステム。
（項目２０）
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前記現在の心周期の前記アニメーションが、前記心周期の各増分位相にわたって前記表
面モデルの前記座標をシフトさせることで提供される、項目１９に記載のシステム。
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【図２】

【図３Ａ】
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