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(57)【要約】
例では、ポート使用状況を確定することにより植込み型
医療機器を構成することは、ポートデータオブジェクト
を受け取ることと、リード構成を確定することと、プロ
グラム可能なパラメータへのアクセスを構成することと
、リード構成の視覚的指示を表示することとを含むこと
ができる。ポートデータオブジェクトを、植込み型医療
機器から受け取ることができ、それは、リードへの接続
を可能にする植込み型医療機器のポートに関連するデー
タを含むことができる。リード構成を確定することは、
ポートデータオブジェクトに基づくことができる。プロ
グラム可能なパラメータへのアクセスを構成することは
、植込み型医療機器のリード構成に基づくことができる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
植込み型医療機器と通信するように構成された外部装置を備えるシステムであって、前記
外部装置が、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合された、命令を含むメモリであって、前記命令が、前記プロセッ
サによって実行される場合、前記プロセッサに対し、
　　前記植込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取らせ、前記ポートデー
タオブジェクトが、前記植込み型医療機器によって複数のリードに接続するために使用さ
れる複数のポートに関連するデータを含み、
　　前記ポートデータオブジェクトに基づいて、前記植込み型医療機器に関連するリード
構成を確定させ、
　　前記植込み型医療機器に関連する前記リード構成に基づき、前記植込み型医療機器の
プログラム可能なパラメータへのアクセスを構成させる、
メモリと、
を有する、システム。
【請求項２】
前記外部装置が、前記ポートデータオブジェクト内に表される前記複数のポートの個々の
ポートに関連する測定可能な属性を含む前記ポートデータオブジェクトを受け取る、請求
項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記複数のポートの個々のポートに関連する前記測定可能な属性がインピーダンスである
、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記外部装置が、前記複数のポートの個々のポートに関連する前記インピーダンス測定値
が、以下の状態
　開路、
　短絡、または
　所定範囲のインピーダンス
のうちの１つを示すか否かを判定することに基づいて、前記リード構成を確定する、請求
項３に記載のシステム。
【請求項５】
前記外部装置が、前記ポートデータオブジェクトが前記複数のポートのいずれかに対して
手動オーバライドインジケータを含むか否かを検出することに基づいて、前記リード構成
を確定し、前記手動オーバライドインジケータが、前記ポートが未使用であることを示す
、請求項１～４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
前記外部装置が、治療タイプを確定することに基づいて前記リード構成を確定し、
　前記外部装置が、複数のプログラム可能なパラメータに対するアクセスを、前記治療タ
イプに関連する前記複数のプログラム可能なパラメータを使用可能にすることに基づいて
構成する、請求項１～５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
前記外部装置に通信可能に結合された表示装置であって、前記植込み可能医療機器の前記
リード構成の視覚的指示を表示するように構成されている表示装置をさらに備える、請求
項１～６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
前記表示装置が、前記植込み型医療機器の前記リード構成を表すグラフィカル表示を表示
する、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
前記外部装置が、前記ポートデータオブジェクトから、ポートが、



(3) JP 2013-524997 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

　未使用、
　検知のみ、
　治療のみ、および
　検知を伴う治療
を含む潜在的な使用の群から選択される使用のタイプに対してポートが構成されているか
否かを判定することに基づいて、リード構成を確定する、請求項１～８のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項１０】
前記外部装置が、前記ポートデータオブジェクトから、ポートに接続されているリードが
治療出力制限を含むか否かを判定することに基づいて、リード構成を確定する、請求項１
～９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
１つまたは複数のプロセッサによって実施される以下の動作、すなわち、
　植込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取る動作であって、前記ポート
データオブジェクトが、リードを接続することができる前記植込み型医療機器のポートに
関連するデータを含む、動作と、
　前記ポートデータオブジェクトに基づいて、前記植込み型医療機器に関連するリード構
成を確定する動作と、
　前記植込み型医療機器に関連する前記リード構成に基づいて、前記植込み型医療機器の
プログラム可能なパラメータへのアクセスを構成する動作と、
　前記植込み型医療機器の前記リード構成の視覚的指示を表示する動作と、
を実行する命令を含むプロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１２】
前記ポートデータオブジェクトが、前記ポートに対する測定可能な属性を含む、請求項１
１に記載のプロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１３】
前記ポートに対する前記測定可能な属性がインピーダンスである、請求項１２に記載のプ
ロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１４】
前記構成する動作が、前記インピーダンス測定値が、以下の状態、すなわち
　開路、
　短絡、または
　インピーダンスがインピーダンスの指定された範囲内にあること
のうちの１つを示すか否かを判定することを含む、請求項１３に記載のプロセッサ可読記
憶媒体。
【請求項１５】
前記ポートデータオブジェクトが手動オーバライドインジケータを含み、前記手動オーバ
ライドインジケータが、前記植込み型医療機器のポートに対するリード構成を示す、請求
項１１～１４のいずれか一項に記載のプロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１６】
前記リード構成を確定する動作が、治療タイプを確定することを含み、
　前記アクセスを構成する動作が、前記治療タイプに基づいてプログラム可能なパラメー
タを使用可能にすることを含む、請求項１１～１５のいずれか一項に記載のプロセッサ可
読記憶媒体。
【請求項１７】
前記植込み型医療機器に関連する前記リード構成の視覚的指示を表示する動作をさらに含
む、請求項１１～１６のいずれか一項に記載のプロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１８】
前記視覚インジケータが、前記植込み型医療機器を表すグラフィカル表示である、請求項
１７に記載のプロセッサ可読記憶媒体。
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【請求項１９】
前記リード構成を確定する動作が、
　未使用、
　検知のみ、
　治療のみ、
　検知を伴う治療
を含む潜在的な使用の群からの１つのタイプの使用に対して、ポートが構成されているか
否かを判定することを含む、請求項１１～１８のいずれか一項に記載のプロセッサ可読記
憶媒体。
【請求項２０】
前記リード構成を確定する動作が、ポートに関連する治療出力制限を確定することを含む
、請求項１１～１９のいずれか一項に記載のプロセッサ可読記憶媒体。
【請求項２１】
植込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取るステップであって、前記ポー
トデータオブジェクトが、リードを接続することができる前記植込み型医療機器のポート
に関連するデータを含む、植込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取るス
テップと、
前記ポートデータオブジェクトに基づいて、前記植込み型医療機器に関連するリード構成
を確定するステップと、
前記植込み型医療機器に関連する前記リード構成に基づいて、前記植込み型医療機器のプ
ログラム可能なパラメータへのアクセスを構成するステップと、
を備える方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はポート使用状況に基づく植込み型医療機器の構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特定の患者は、心臓刺激または神経刺激を必要とする。この刺激を、植込み型医療機器
を用いることによって達成することができる。こうした必要がある場合、心臓組織は、心
臓電気刺激を受け取ることができる。こうした刺激は、結果としての心収縮をもたらすこ
とができ、こうした刺激を用いて、心拍出量に対する患者の代謝の必要を満足させる心収
縮の速度を維持するか、または心臓のポンピング効率を向上させるように心収縮を空間的
に調整することができる。同様に、非心臓神経組織は、神経刺激、たとえば神経刺激エネ
ルギーを受け取ることができる。神経刺激を用いて、（特定の代謝プロセスを加速する傾
向がある）交感神経系と（特定の代謝プロセスを減速する傾向がある）副交感神経系との
自律神経平衡に影響を与えることができる。患者によっては、心臓刺激および神経刺激の
両方から利益を得る場合もある。
【０００３】
　心臓刺激および／または神経刺激を必要とする患者の要求を有効に満足させるために、
植込み型医療機器製造業者は、種々の植込み型医療機器を開発した。心律動管理装置は、
心臓をモニタリングし、あるいは心臓に治療を施し、または両方を行い、かつ心臓刺激あ
るいは神経刺激または両方を組み込むことができる、一種の植込み型医療機器である。通
常、心臓刺激は、心臓刺激用に特別に構成された１本または複数本のリードを介して提供
される。神経刺激もまた、通常、神経刺激に対して特別に構成された１本または複数本の
リードを介して送達される。心臓刺激または神経刺激に対して構成されたリードに加えて
、植込み型医療機器はまた、患者に適切な治療を提供するのに役立つことができる種々の
生理学的パラメータを検知するさまざまなセンサも含むことができる。
【０００４】
　多くの最新の植込み型医療機器は、体外に位置する局所装置または遠隔装置と通信する
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ことができる。これらの外部装置を用いて、植込み型医療機器から、センサ情報、および
植込み型医療機器が治療（機器応答とも呼ぶ）を施した時等、イベントに関する情報を含
む情報を受け取ることができる。場合によっては、外部通信装置またはインタフェース装
置もまた、植込み型医療機器に動作パラメータを送信することができ、または言い換えれ
ば、植込み型医療機器をプログラムすることができる。例としての外部通信装置は、ＬＡ
ＴＴＩＴＵＤＥ（登録商標）患者管理システムである。心律動管理装置等の植込み型医療
機器を、治療が送達される方法に影響を与える複数の異なるパラメータ設定でプログラム
することができる。併用治療機器は、機器によって送達することができる各タイプの治療
に対してプログラム可能なパラメータを含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者らは、特に、心臓刺激および神経刺激の両方が可能である植込み型医療機器が
、１つのタイプの治療および／または検知のみに対して設計されているリードおよびセン
サとともに植え込まれている状況において、潜在的な課題が発生する可能性があることを
認めた。１つの潜在的な課題は、植込み型医療機器の、他方のタイプの刺激に関連付けら
れたプログラム可能な特徴が有効なままである場合に、発生する。患者が心臓刺激および
神経刺激の両方を必要とする状況であっても、異なるタイプのリードに対して異なる植込
み処置が行われることが一般的である。したがって、特定された課題は、植込み処置間の
幾分かの長さの時間に対して存在する可能性がある。さらに、医師が、心臓刺激および神
経刺激の両方が可能な機器を植え込むが、患者の現症状に対処することができる一方のタ
イプの刺激しか可能にしない、ということもまた珍しいことではない。本発明者らは、特
に、医師が、患者の医療機器のリードおよびセンサ構成を確定するのに患者との貴重な時
間を無駄にする可能性があることもまた認めた。患者の医療機器を適切にプログラムする
かまたは調整するために、医師は、リードおよびセンサ構成を理解する必要がある。本シ
ステムおよび方法は、植込み型医療機器または外部プログラミング装置が、特にポート使
用状況等により、リードおよびセンサ構成を自動的に確定することができるようにするこ
と等により、これらの必要に対処することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例１は、ポート使用状況等に従って植込み型または他の携帯型医療機器のプログラム可
能なパラメータを構成する方法を含むことができる。本方法は、ポートデータオブジェク
トを受け取ることと、リード構成を確定することと、植込み型医療機器のプログラム可能
なパラメータへのアクセスを構成することとを含む。ポートデータオブジェクトを、植込
み型医療機器から受け取ることができ、それは、リードを接続することができる植込み型
医療機器のポートに関連するデータを含むことができる。植込み型医療機器に関連するリ
ード構成を、ポートデータオブジェクトに基づいて確定することができる。植込み型医療
機器のプログラム可能なパラメータへのアクセスを、リード構成に基づいて構成すること
ができる。
【０００７】
　例２において、例１の方法は、任意選択的に、ポートデータオブジェクト内のポートに
対して測定可能な属性を含むことができる。
　例３において、例１～例２のうちのいずれか１つの方法は、任意選択的に、ポートデー
タオブジェクト内の測定可能な属性としてインピーダンス測定値を含むことができる。
【０００８】
　例４において、例１～例３のいずれか１つの方法は、任意選択的に、インピーダンス測
定値が以下の状態、すなわち、開路、短絡、またはインピーダンスが指定されたインピー
ダンスの範囲内にあることのうちの１つを示すか否かを判定することを含むことができる
。
【０００９】



(6) JP 2013-524997 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

　例５において、例１～例４のうちのいずれか１つの方法は、任意選択的に、ポートデー
タオブジェクト内に手動オーバライドインジケータを含めることができ、手動オーバライ
ドインジケータは、植込み型医療機器のポートに対するリード構成を示す。
【００１０】
　例６において、例１～例５のうちのいずれか１つの方法は、任意選択的に、治療タイプ
を確定することを含む、リード構成を確定することを含むことができ、アクセスを構成す
ることは、治療タイプに基づいてプログラム可能なパラメータを使用可能にすることを含
む。
【００１１】
　例７において、例１～例６のうちのいずれか１つの方法は、任意選択的に、植込み型医
療機器のリード構成の視覚的指示を表示することを含むことができる。
　例８において、例１～例７のうちのいずれか１つの方法は、任意選択的に、視覚的イン
ジケータとして植込み型医療機器を表すグラフィカル表示を表示することを含むことがで
きる。
【００１２】
　例９において、例１～例８のいずれか１つの方法は、任意選択的に、ポートが、未使用
、検知のみ、治療のみ、または検知を伴う治療を含む、潜在的な使用の群からの１つのタ
イプの使用に対して構成されているか否かを判定することを含むことができる。一例では
、装置は、上に列挙したいずれか２つの使用、たとえば未使用または検知のみに対して構
成することができるポートを含むことができる。別の例では、装置は、上に列挙したいず
れか３つの使用、たとえば検知のみ、治療のみまたは未使用に対して構成することができ
るポートを含むことができる。さらに別の例では、装置は、上に列挙した４つのすべての
使用に対して構成することができるポートを含むことができる。
【００１３】
　例１０において、例１～例９のいずれか１つの方法は、任意選択的に、ポートに関連す
る治療出力制限を確定することを含むことができる。
　例１１は、ポート使用状況等に従って植込み型医療機器または他の携帯型医療機器のプ
ログラム可能なパラメータを構成するシステムを含むことができる。本システムは、植込
み型医療機器と通信するように構成された外部装置を含むことができる。外部装置を、植
込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取るように構成することができ、ポ
ートデータオブジェクトは、植込み型医療機器が複数のリードに接続するために使用する
複数のポートに関連するデータを含む。外部装置を、ポートデータオブジェクトに基づい
て、植込み型医療機器のリード構成を確定するように構成することも可能である。外部装
置を、植込み型医療機器に関連するリード構成に基づいて、植込み型医療機器のプログラ
ム可能なパラメータへのアクセスを構成するようにさらに構成することができる。
【００１４】
　例１２において、例１１のシステムは、外部装置が、ポートデータオブジェクト内に表
される複数のポートの各々に関連する測定可能な属性を含むポートデータオブジェクトを
受け取るように、任意選択的に構成することができることを含むことができる。
【００１５】
　例１３において、例１１～例１２のいずれか１つのシステムは、外部装置が、複数のポ
ートの個々のポートに関連する測定可能な属性としてインピーダンス測定値を受け取るよ
うに任意選択的に構成されることを含むことができる。
【００１６】
　例１４において、例１１～例１３のいずれか１つのシステムは、外部装置が、複数のポ
ートの個々のポートに関連するインピーダンス測定値が以下の状態、すなわち開路、短絡
、またはインピーダンスが指定されたインピーダンスの範囲内にあることのうちの１つを
示すか否かを判定することに基づいて、リード構成を確定するように任意選択的に構成さ
れることを含むことができる。
【００１７】
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　例１５において、例１１～例１４のいずれか１つのシステムは、外部装置が、ポートデ
ータオブジェクトが複数のポートのうちのいずれかに対して手動オーバライドインジケー
タを含むか否かを検出することに基づいて、リード構成を確定するように任意選択的に構
成されていることを含み、手動オーバライドインジケータは、ポートが未使用であること
を示す。
【００１８】
　例１６において、例１１～例１５のいずれか１つのシステムは、外部装置が、治療タイ
プを確定することに基づいてリード構成を確定するように任意選択的に構成されているこ
とを含み、外部装置は、治療タイプに関連する複数のプログラム可能なパラメータを使用
可能にすることに基づいて、複数のプログラム可能なパラメータへのアクセスを構成する
。
【００１９】
　例１７において、例１１～例１６のいずれか１つのシステムは、外部装置に通信可能に
結合された表示装置を任意選択的に含み、表示装置を、植込み型医療機器のリード構成の
視覚的指示を表示するように構成することができる。
【００２０】
　例１８において、例１１～例１７のいずれか１つのシステムは、植込み型医療機器のリ
ード構成を表すグラフィカル表示を表示するように構成された表示装置を任意選択的に含
む。
【００２１】
　例１９において、例１１～例１８のいずれか１つのシステムは、外部装置が、ポートデ
ータオブジェクトから、ポートが、未使用、検知のみ、治療のみおよび検知を伴う治療を
含む潜在的な使用の群から選択される使用のタイプに対して構成されているか否かを判定
することに基づいて、リード構成を確定するように任意選択的に構成されていることを含
む。
【００２２】
　例２０において、例１１～例１９のいずれか１つのシステムは、外部装置が、ポートデ
ータオブジェクトから、ポートに接続されたリードが治療出力制限を含むか否かを判定す
ることに基づいて、リード構成を確定するように任意選択的に構成されていることを含む
。
【００２３】
　例２１は、１つまたは複数のプロセッサによって実施される場合、ポート使用状況等に
従って植込み可能医療機器または他の携帯型医療機器のプログラム可能なパラメータを自
動的に構成するように動作を実行する命令を含む、プロセッサ可読記憶媒体を含むことが
できる。命令は、植込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取る動作を含む
ことができ、ポートデータオブジェクトは、リードを接続することができる植込み型医療
機器のポートに関連するデータを含むことができる。命令はまた、ポートデータオブジェ
クトに基づいて、植込み型医療機器に関連するリード構成を確定する動作を含むことも可
能である。命令は、植込み型医療機器に関連するリード構成に基づいて、植込み型医療機
器のプログラム可能なパラメータへのアクセスを構成する動作と、植込み型医療機器のリ
ード構成の視覚的指示を表示する動作とをさらに含むことができる。
【００２４】
　例２２において、例２１のプロセッサ可読記憶媒体は、ポートデータオブジェクト内の
ポートに対する測定可能な属性を受け取る動作を任意選択的に実行する命令を含むことが
できる。
【００２５】
　例２３において、例２２～例２３のいずれか１つのプロセッサ可読記憶媒体は、ポート
データオブジェクト内の測定可能な属性としてインピーダンス測定値を受け取る動作を任
意選択的に実行する命令を含む。
【００２６】
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　例２４において、例２１～例２３のいずれか１つのプロセッサ可読記憶媒体は、インピ
ーダンス測定値が、以下の状態、すなわち開路、短絡、またはインピーダンスが指定され
たインピーダンスの範囲内にあることのうちの１つを示すか否かを判定する動作を任意選
択的に実行する命令を含むことができる。
【００２７】
　例２５において、例２１～例２４いずれか１つのプロセッサ可読記憶媒体は、ポートデ
ータオブジェクトの一部として、手動オーバライドインジケータを受け取る動作を任意選
択的に実行する命令を含むことができ、手動オーバライドインジケータは、ポートが未使
用であることを示す。
【００２８】
　例２６において、例２１～例２５のいずれか１つのプロセッサ可読記憶媒体は、治療タ
イプを確定する動作を任意選択的に実行する命令を含むことができ、アクセスを構成する
ことは、治療タイプに基づいてプログラム可能なパラメータを使用可能にすることを含む
。
【００２９】
　例２７において、例２１～例２６のいずれか１つのプロセッサ可読記憶媒体は、視覚的
インジケータとして植込み型医療機器を表すグラフィカル表示を表示する動作を任意選択
的に実行する命令を含むことができる。
【００３０】
　例２８において、例２１～例２７のいずれか１つのプロセッサ可読記憶媒体は、ポート
が、未使用、検知のみ、治療のみ、および検知を伴う治療を含む潜在的な使用の群から選
択される使用のタイプに対して構成されているか否かを判定する動作を任意選択的に実行
する命令を含むことができる。
【００３１】
　この概要は、本特許出願の主題の要約を提供するように意図されている。この概要は、
本発明の排他的なまたは網羅的な説明を提供するようには意図されていない。詳細な説明
は、本特許出願に関するさらなる情報を提供するために含まれている。
【００３２】
　必ずしも比例尺で描かれていない図面において、異なる図において、同様の数字は同様
の構成要素を記載している可能性がある。接尾文字列の異なる同様の数字は、同様の構成
要素の異なる例を表している可能性がある。図面は、全体として、限定ではなく例として
、本文書に述べられているさまざまな実施形態を例示している。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】電気エネルギー送達回路、内因性電気信号検知回路、１つまたは複数のポートお
よび検証回路を含む、植込み型医療機器を含むシステムの例を概略的に示す。
【図２Ａ】植込み型機器と心臓刺激および神経刺激の両方に対する２つ以上のポートとを
含むシステムの例を概略的に示す。
【図２Ｂ】植込み型機器と心臓刺激および神経刺激の両方に対する２つ以上のポートとを
含むシステムの例を概略的に示す。
【図３】植込み型機器と、ポート使用状況に基づいて植込み型機器を構成する外部装置と
を含むシステムの例を概略的に示す。
【図４】植込み型機器と、ポート使用状況に基づいて植込み型機器を構成する外部装置と
を含むシステムの例を概略的に示す。
【図５】リードワイヤ、カテーテルまたはセンサを接続するポートを備えた植え込み型機
器ヘッダを含むシステムの例を概略的に示す。
【図６】ポート使用状況に従って植込み型医療機器のプログラム可能なパラメータを自動
的に構成する例を示す。
【図７】ポート使用状況に従って植込み型医療機器のプログラム可能なパラメータを自動
的に構成する例を示す。
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【図８】ポート使用状況に従って植込み型医療機器のプログラム可能なパラメータを自動
的に構成する例を示す。
【図９】ポート使用状況に従って植込み型医療機器のプログラム可能なパラメータを自動
的に構成する例を示す。
【図１０Ａ】植込み型医療機器に対するポート使用状況のグラフィカルインジケータの例
を概略的に示す。
【図１０Ｂ】植込み型医療機器に対するポート使用状況のグラフィカルインジケータの例
を概略的に示す。
【図１０Ｃ】植込み型医療機器に対するポート使用状況のグラフィカルインジケータの例
を概略的に示す。
【図１１】植込み型医療機器と通信する例としての外部コンピューティングデバイスを示
すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　上述したように、いくつかの植込み型医療機器または他の携帯型医療機器を用いて、心
律動問題がある患者に生理学的モニタリングあるいはペーシングまたは他の治療を施すこ
とができる。たとえば、植込み型ＣＲＭ装置を用いて、心臓が適切に脱分極波を開始しな
い洞結節機能不全、または心臓組織を通る脱分極波の伝導が損なわれる房室状態障害の患
者に対して、ペーシング治療を施すことができる。
【００３５】
　植込み型医療機器を用いて、自律神経調節治療（Ａｕｔｏｎｏｍｉｃ　Ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ　Ｔｈｅｒａｐｙ）（ＡＭＴ）（心臓神経治療（ＮｅｕｒｏＣａｒｄｉａｃ　Ｔｈ
ｅｒａｐｙ）（ＮＣＴ）と呼ばれる場合もある）を単独で、またはペーシングあるいは他
の心臓再同期治療とともに送達することも可能である。ＡＭＴを、以下の治療、すなわち
、特にＡＭＴ、ＡＭＴ診断法、閉ループＡＭＴ、除脈治療、頻脈治療および心臓再同期治
療のうちの１つまたは複数を施す併用治療機器で提供することができる。
【００３６】
　特定の症候を治療するために機器を植え込む医師は、一時的にまたは永久的に、利用可
能な治療のうちのいくつかしか使用しないが、併用治療機器を植え込むことができる。医
師は、自身が最も熟知している機器かまたは市場で最良の機器と考えられる機器を選択す
ることが多い。最も高度な機器は、多くの場合、併用治療機器を含む可能性がある。医師
はまた、植込み型機器を交換する必要なしに将来追加の治療を使用することができるよう
に、併用治療機器を植え込むように選択することも可能である。
【００３７】
　併用治療機器が、複数の治療を使用するように意図して植え込まれる状況では、利用可
能な治療のうちの１つのみが使用される期間があることが多い。たとえば、機器が心臓治
療および神経治療の両方に使用されることになる場合、各治療を送達するために用いられ
るリードワイヤまたはカテーテル（以下、まとめて「リード」と呼ぶ）は、異なる植込み
処置を必要とすることが多い。別個の処置により、機器は、機器および関連するリードが
送達するように構成されていない治療を提供することができる可能性がある時間帯がもた
らされることが多い。
【００３８】
　併用治療機器を、その機器が提供するように物理的に構成されていないパラメータまた
は治療の構成を阻止することができるようにする（またはプログラムする）ことにより、
潜在的な動作上の課題を防止し、治療医に対して時間を節約することができる。併用治療
機器を、接続されたリードまたはセンサによって現時点でサポートされていない構成を阻
止することができるようにする１つの技法は、接続されるリードまたはセンサのタイプを
確定するように、リードおよびセンサを接続するために用いられるポートに問い合わせる
というものである。一例では、ポート問合せにより収集されたポート使用情報を用いて、
植込み機器を構成することができる。たとえば、植込み機器は、利用可能な治療に関連す
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るプログラム可能なパラメータを使用可能にし、利用可能でない治療に関連するプログラ
ム可能なパラメータを使用不可にすることができる。別の例では、ポート使用情報を、外
部プログラミング装置に通信することができる。この例では、外部プログラミング装置は
、利用可能な治療に関連する機能を使用可能にし、使用可能でない治療に関連する機能を
使用不可にすることができる。
【００３９】
　詳細な説明の残りの部分は、詳細な説明の一部を形成する添付図面への参照を含む。図
面は、例として、本発明を実施することができる所定の実施形態を示す。本明細書では「
例」ともよぶこれらの実施形態を、当業者が本発明を実施するのを可能にするのに十分詳
細に説明する。実施形態を結合してもよく、他の実施形態を利用してもよく、または本発
明の範囲から逸脱することなく、構造的変更、論理的変更および電気的変更を行ってもよ
い。したがって、以下の詳細な説明は、限定する意味で解釈されるべきではなく、本発明
の範囲は、添付の特許請求の範囲およびそれらの均等物によって定義される。
植込み型機器および関連システム
　図１は、電気エネルギー送達回路１１５、検知回路１２５、ポート１３５および検証回
路１４５を含む植込み型医療機器１０５を含むシステム１００の一部の例を概略的に示す
ブロック図である。
【００４０】
　この例では、１つまたは複数のポート１３５は、電気エネルギー送達回路１１５および
検知回路１２５を体内の少なくとも１つの組織部位に結合するように構成されている。他
の例では、ポート１３５は、電気エネルギー送達回路１１５および検知回路１２５の一方
または両方を体内の単一の組織部位にまたは２つ以上の組織部位に結合するように、単一
のポートまたは２つ以上のポートを含むことができる。したがって、単一のポートは、単
一の組織部位に接触するように１つの電極に接続するか、または２つ以上の組織部位にそ
れぞれ位置する異なる電極に接続することができ、または２つ以上のポートが、単一の組
織部位または２つ以上の組織部位に接続することができる。
【００４１】
　一例では、ポート１３５は、少なくとも１つのリードワイヤまたはカテーテル（「リー
ド」と呼ぶ）を用いて、植込み型医療機器１０５を体内の少なくとも１つの組織部位に接
続し、各リードは、少なくとも１つの組織部位と接触するように１つまたは複数の電極を
含んでいる。他の例では、ポート１３５は、植込み型医療機器１０５と組織部位への電気
的接続との間に何らかの電気コネクタを含むことができる。一例では、ポート１３５はま
た、送達治療または治療医への診断情報の提供に役立つように、植込み型医療機器１０５
が使用することができる生理学的パラメータを検知するように使用されるセンサを接続す
ることも可能である。
【００４２】
　図１の例では、植込み型医療機器１０５は、収縮性心臓組織にペーシングエネルギーま
たは再同期エネルギーを送達するペースメーカまたは心臓再同期療法（ＣＲＴ）機器等の
心臓刺激装置、あるいは非収縮性心臓組織または非心臓神経組織に神経刺激エネルギーを
送達する迷走神経刺激（ＶＮＳ）装置等の神経刺激装置、または両方を含むことができる
。一例では、植込み型医療機器１０５は、除細動エネルギー等の衝撃エネルギーを提供す
ることができる。植込み型医療機器１０５は、心臓組織に電気エネルギーを送達するよう
に構成されたあらゆる機器、神経組織に電気エネルギーを送達するように構成されたあら
ゆる機器、または心臓組織とともに神経組織に電気エネルギーを送達するように構成され
たあらゆる機器を含むことができる。
【００４３】
　検知回路１２５を、植込み型医療機器１０５の検知回路１２５に結合することができる
リード等を介して、体内の組織部位から内因性電気信号を受け取るように構成することが
できる。内因性電気信号はまた、体内の組織部位の電気的特性、たとえば組織部位におけ
る電気インピーダンスを含むことも可能である。一例では、検知回路１２５は、体内の１
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つまたは複数の組織部位から２つ以上の内因性電気信号を受け取るように構成されている
。検知回路１２５を、植込み型医療機器１０５に接続された１つまたは複数の他の生理学
的センサからデータを受け取るように構成することも可能である。
【００４４】
　図１の例では、検証回路１４５を、電気エネルギー送達回路１１５および検知回路１２
５に結合することができる。一例では、検証回路１４５を、植込み型医療機器１０５に含
めることができる。他の例では、検証回路１４５は、外部コンポーネントまたは外部プロ
グラミング装置の一部であり得る。検証回路１４５は、概して、１つまたは複数のポート
１３５に結合されたリードまたはセンサのタイプの指示を確定することができる。一例で
は、検証回路１４５は、検知回路１２５から内因性電気信号を受け取ることができ、内因
性電気信号を用いて、１つまたは複数のポート１３５に結合されたリードタイプの指示を
確定することができる。一例では、検証回路１４５は、リードタイプの指示を確定すると
、植込み型医療機器１０５の１つまたは複数のプログラム可能なパラメータまたは１つま
たは複数の構成を使用可能にするか禁止することができる。一例では、検証回路１４５は
、リードタイプの指示を確定すると、植込み型医療機器１０５の１つまたは複数の関連す
るプログラム可能なパラメータまたは構成に対するアクセスを可能にするかまたは禁止す
ることができる。
【００４５】
　図２Ａおよび図２Ｂは、植込み型医療機器２０５を含むシステム２００の例を概略的に
示すブロック図である。一例では、植込み型医療機器２０５は、心臓刺激および神経刺激
の両方を可能にするように等、２つ以上のポート、たとえば第１ポート２５５および第２
ポート２６０を有するヘッダ２５０を含むことができる。一例では、ポート、たとえば第
１ポート２５５または第２ポート２６０を、時分割多重化（または何らかの同様の機構）
を介して２つ以上のタイプの治療を送達するように構成することができる。植込み型医療
機器２０５の例として、神経刺激および／または心臓刺激を提供することができるあらゆ
る機器を挙げることができる。
【００４６】
　一例では、植込み型医療機器２０５は、ヘッダ２５０に結合された密閉して封止される
かまたは同様のハウジング２４５を含むことができる。ヘッダ２５０は、１つまたは２つ
以上のポート、たとえば第１ポート２５５または第２ポート２６０を含むことができる。
【００４７】
　図２Ａおよび図２Ｂに示すような例では、システム２００は、第１ポート２５５に結合
された第１リード２１５を含むことができる。一例では、第１リード２１５を、心臓２１
０に刺激を提供するかまたは心臓２１０の内因性心臓信号を検知するように構成すること
ができる。内因性心臓信号は、心臓活動を示すあらゆる信号、たとえば内部心電図信号（
ＥＣＧ）を含むことができる。一例では、第１リード２１５は、単一の電極、たとえば先
端電極２２５か、または２つ以上の電極、たとえば先端電極２２５およびリング電極２２
０を含むことができる。他の例では、ハウジング２４５は、「ケース」電極または「カン
」電極等の電極を含むことができ、またはヘッダ２５０は、不関電極等の電極を含むこと
ができる。
【００４８】
　一例では、システム２００は、第２ポート２６０に結合された第２リード２３５をさら
に含むことができる。一例では、第２リード２３５を、神経、たとえば迷走神経に刺激を
提供するように、または内因性神経信号を検知するように構成することができる。内因性
神経信号は、神経活動を示すあらゆる信号であり得る。他の例では、第２リード２３５は
、頸静脈２３０に位置するように構成された部分を含むことができ、かつ遠位端２４０を
含むことができ、遠位端２４０は、その遠位端２４０にまたはその近くに位置する神経刺
激電極を含むことができる。一例では、第２リード２３５は、頸静脈２３０内等、第２リ
ード２３５の位置に関連する湾曲２３６を含むことができる。さらに他の例では、第２リ
ード２３５は、神経に刺激を提供するようにまたは内因性神経信号を検知するように構成
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することができるカフ電極を含むことができる。
【００４９】
　一例では、第２リード２３５の遠位端２４０にまたはその近くに位置する神経刺激電極
は、特定の表面積を有することができる。これらの例では、検知回路１２５を用いて、リ
ードに関連するインピーダンスの量を測定して、およその表面積を求めることができる。
たとえば、６０ｍｍ２の神経刺激リードは、およそ６０Ωのインピーダンスを示す場合が
ある。別の例では、５０Ωから７０Ωの範囲であるインピーダンス測定値は、６０ｍｍ２

のリード表面積を示す場合がある。これらの例では、インピーダンス測定は、リードの内
部のインピーダンスを測定している。一例では、インピーダンス測定は、間に組織がある
治療電極の間の測定を含むことができる。組織は、インピーダンス測定に影響を与える可
能性がある。
【００５０】
　一例では、システム２００は、心臓２１０に刺激を提供するかあるいは心臓２１０の内
因性心臓信号を検知するか、または神経、たとえば迷走神経に刺激を提供するか、または
内因性神経信号を検知するように構成された、単一のポート、たとえば第１ポート２５５
を含んでいる。
【００５１】
　図３は、植込み型医療機器１０５および外部装置３５０を含むシステム３００の例を概
略的に示し、外部装置３５０を、ポート使用状況に基づいて植込み型医療機器１０５を構
成するように使用することができる。一例では、システム３００は、植込み型医療機器１
０５、１つまたは複数のリードおよび／または生理学的データセンサ３３０Ａ、３３０Ｂ
、…、３３０Ｎ（以下まとめてリード３３０と呼ぶ）ならびに外部装置３５０を含むこと
ができる。システム３００の一例では、植込み型医療機器１０５は、検知回路１２５、電
気エネルギー送達回路１１５、検証回路１４５、１つまたは複数のポート１３５、外部イ
ンタフェース３０５、プロセッサ３１０および任意選択的に通信バス３２５を含むことが
できる。一例では、プロセッサ３１０は、メモリ３１５を含むことができる。一例では、
通信バス３２５を用いて、種々の回路、たとえば検知回路１２５、電気エネルギー送達回
路１１５および検証回路１４５とプロセッサ３１０との間の通信を容易にすることができ
る。
【００５２】
　一例では、外部装置３５０等の外部プログラミング装置は、外部インタフェース３０５
により植込み型医療機器１０５と通信することができる。外部インタフェース３０５は、
有線通信機構または無線通信機構を表すことができる。
【００５３】
　一例では、植込み型医療機器１０５は、１つまたは複数のポート１３５を介して１つま
たは複数のリード３３０から生理学的センサデータを受け取ることができる。一例では、
リード３３０は、内部センサとも呼ぶ患者の体内に植え込まれたセンサを含むことができ
る。他の例では、リード３３０は、患者が装着するかあるいは携帯するか、または患者の
皮膚に付着するか、または患者の皮膚に接して装着される等、携帯型センサまたは他の外
部センサを含むことができる。一例では、リード３３０は、外部センサおよび内部センサ
の両方を含むことができる。リード３３０によって表されるセンサの例の網羅的でないリ
ストには、心臓検知回路、心内インピーダンス検知回路、経胸インピーダンス検知回路、
血圧センサ、血液ガスセンサ、化学センサ、心音センサ、姿勢センサおよび活動センサが
含まれ得る。図２Ａおよび図２Ｂを参照して上述したように、リード３３０を用いて、さ
まざまな神経治療および／または心臓治療、たとえば特に心臓刺激または迷走神経刺激を
送達することも可能である。一例では、検証回路１４５は、リード３３０の構成を確定す
るようにポート１３５に問い合わせることができる。
【００５４】
　図４は、植込み型医療機器１０５および外部装置４０２を含むシステム４００の例を概
略的に示し、外部装置４２０を、ポート使用状況に基づいて植込み型医療機器１０５を構
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成するように用いることができる。一例では、植込み型医療機器１０５は、電気エネルギ
ー送達回路１１５、検知回路１２５、１つまたは複数のポート１３５および通知モジュー
ル４１０を含む。この例では、通知モジュール４１０は、植込み型医療機器１０５のポー
ト構成を外部装置４２０に通信することができる。一例では、通知モジュール４１０は、
植込み型医療機器１０５の利用可能なプログラム可能なパラメータを外部装置４２０に通
信することができる。これらの例では、植込み型医療機器１０５は、検証回路１４５を用
いて、ポート１３５に接続されたリードの構成を確定することができる。そして、植込み
型医療機器１０５は、確定されたポート構成を用いて、特定のプログラム可能なパラメー
タを使用可能または使用不可とすることができる。そして、使用可能または使用不可とな
ったプログラム可能なパラメータを、通知モジュール４１０を介して外部装置４２０に送
出することができる。
【００５５】
　図５は、リードワイヤ、カテーテルまたはセンサを接続するポート５１０、５１５、５
２０を備えた植込み型装置ヘッダ５０５を含むシステム５００の例を概略的に示す。シス
テム５００は、植込み型医療機器１０５がリード構成を確定するために用いることができ
る機械的リード接続機構または電気的リード接続機構を示している。一例では、ポート５
１０、５１５、５２０は、リードの対応する機械的特徴５３５、５４５、５５５と嵌合す
る機械的連動機構５３０、５４０、５５０を含むことができる。別の例では、ポート５１
０、５１５、５２０は、５３５、５４５、５５５に示すもののようなリード上の一意の特
徴の存在を検知することができる電気的検知機構５３０、５４０、５５０を含むことがで
きる。一例では、リード識別を、特に図５に図示しない一意の電気的接続または機械的接
続によって達成することができる。未使用ポートもまた、機械的接続または電気的接続を
用いて特定することができる。たとえば、ポートプラグを用いて、ポート内の（通常リー
ドを電気的に接続するために用いられる）電気接点を短絡させることができる。一例では
、ポートプラグは、検証回路１４５が、ポートが未使用であると判定するために検知する
ことができる短絡をもたらす。別の例では、ポートプラグを、既知のインピーダンス（特
定ポート接続にわたって測定される場合）を有するように構成することができる。さらに
他の例では、ポートプラグは、特定のポート接続にわたって開路をもたらすことができ、
したがって、未使用ポートの指示を示すことができる。
【００５６】
　８電極ＰｒｅｃｉｓｉｏｎＴＭ型ヘッダポート（Ｎａｔｉｃｋ　ＭＡ、Ｂｏｓｔｏｎ　
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）を用いる例では、ヘッダポートは、リ
ードカフ電極を通してＡＭＴバイポーラを送達するのに専用の接点（端子）１および２を
有することができ、接点３および４を、神経検知に専用とすることができ、接点５を、リ
ード電極と植込み型医療機器のホスティングとの間の広いベクトルのＥＣＧ（心電図）を
検知するのに専用とすることができ、接点６、７および８を、２進コードでいずれのリー
ドが植え込まれたかを示すために用いることができる。たとえば「０」は接点間の開路を
表し、「１」は接点間の短絡を表す（たとえば、リードの接点をヘッダの２つの接点にわ
たって広げることにより、またはリード内に短絡を配線することにより、リード内に短絡
を設計することができる）。この構成により、短絡に２つの接点が必要であるため、通常
３つのビットで利用可能な８つの代りに５つの一意の２進の組合せがもたらされる。した
がって、一例では、各ポートに対して５つのあり得る構成は、「０００」ポートにリード
なし、「００１」６０ｍｍＡＭＴ電極のみを用いるＡＭＴ、「０１０」８０ｍｍＡＭＴ電
極のみを用いるＡＭＴ、「１００」広いベクトルのＥＣＧおよび６０ｍｍＡＭＴ電極を用
いるＡＭＴ、「１１１」広いベクトルのＥＣＧおよび８０ｍｍＡＭＴ電極を用いるＡＭＴ
を含むことができる。
【００５７】
　４電極ヘッダポート（ＩＳ－４標準規格（ＩＳＯ５８４１－３：２０００）と呼ぶ）を
用いる別の例では、ヘッダポートは、治療を送達するのに専用の接点１および２とリード
タイプを確定するために用いられる接点３および４とを有することができる。たとえば、
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接点３および４が開路を測定することは、心臓リードが接続されていることを示すことが
できる。代りに、接点３および４が短絡を測定した場合、それは、ＡＭＴリードが接続さ
れていることを示すことができる。
【００５８】
　上記例はまた、ポート内の接点間の規定されたインピーダンスを有するリード設計も有
することができる。規定されたインピーダンス手法を用いることにより、はるかに多いあ
り得る組合せをもたらすことができる（少なくとも上述した５または２のリード設計の可
能性より多い）。さらに、一例では、流体の侵入が、考慮することができる可能性であり
、それは、接点間に流体がもたらす導電経路のために、技術的に「開放した」接点が、あ
るレベルのインピーダンスを示す場合等である。
【００５９】
　図６は、実施形態例による、ポート使用状況に基づく植込み型医療機器１０５を構成す
る方法６００を示すフローチャートである。一例では、方法６００は、６１０においてポ
ートデータオブジェクトを受け取る動作と、６２０においてリード構成を確定する動作と
、６３０においてプログラム可能なパラメータへのアクセスを構成する動作と、６４０に
おいて任意選択的にリード構成の視覚的指示を表示する動作とを含む。一例では、方法６
００は、動作６１０において、外部装置３５０が植込み型医療機器１０５からポートデー
タオブジェクトを受け取ることで開始することができる。ポートデータオブジェクトは、
植込み型医療機器１０５のポート構成に関する情報を含むことができる。６２０において
、方法６００では、続けて、外部装置３５０が、ポートデータオブジェクトから植込み型
医療機器１０５に対するリード構成を確定する。６３０において、方法６００では、続け
て、外部装置３５０が、確定されたリード構成に基づいて植込み型医療機器１０５のプロ
グラム可能なパラメータに対するアクセスを構成する。一例として、プログラム可能なパ
ラメータへのアクセスを構成することは、特定のユーザインタフェース画面を使用可能ま
たは使用不可にすることを含むことができ、ユーザインタフェース画面は、外部装置３５
０の使用者に対して表示されるプログラム可能な要素を含むことができる。たとえば、医
師は、外部装置３５０を用いて、植込み型医療機器１０５をプログラムすることができる
。この例では、外部装置３５０は、現行のリード構成ではサポートされていない植込み型
医療機器１０５のプログラム可能な特徴に対するアクセスを制限することができる。６４
０において、方法６００は、外部装置３５０が、植込み型医療機器１０５に対して確定さ
れたリード構成の視覚的指示を表示することで終了することができる。いくつかの例では
、視覚的指示は、ヘッダ５０５等の植込み型医療機器ヘッダのグラフィカル表現であり得
る。一例では、視覚的指示は、グラフィカル表示があってもなくても記述的な文字情報を
含むことができる。
【００６０】
　図７は、１つまたは複数のリードを植込み型医療機器１０５に接続するために用いられ
る１つまたは複数のポート１３５を検査し、ポート１３５に接続されたリードのタイプに
基づいて植込み型医療機器１０５を構成する例としての方法７００を示すフローチャート
である。一例では、方法７００は、７１０においてポートを検査する動作と、７２０にお
いてリードが存在するか否かを判定する動作と、７３０において関連する画面および／ま
たはパラメータを使用可能とする動作と、７４０において関連する画面および／またはパ
ラメータを使用不可とする動作とを含む。
【００６１】
　一例では、方法７００は、７１０において、植込み型医療機器１０５が１つまたは複数
のポート１３５の各々を検査することで開始することができる。検査は、各ポート内の電
気接点にわたってインピーダンス測定値を得ることを含むことができる。一例では、検査
はまた、１つまたは複数のポート１３５の各々に関連する手動オーバライドスイッチを検
査することを含むことも可能である。一例では、各ポートを検査することは、各リードに
関連する機械的特徴があるかチェックすることを含むことができる。一例では、検査は、
ポート１３５のうちの１つに接続されたリードの他の電気的測定または機械的測定を行う
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ことを含むことができる。一例では、リードは、リードタイプを確定する、ポート内の機
械的相互接続、たとえばばね接点を接触させることができる。
【００６２】
　７２０において、方法７００では、続けて、植込み型医療機器１０５が、７１０におい
て検査されたポートにリードが存在するか否かを判定する。一例では、植込み型医療機器
１０５はまた、動作７１０において得られた測定値のうちの１つを評価することにより、
ポート１３５のうちの１つにいずれのタイプのリードが接続されるかを判定することも可
能である。たとえば、動作７１０においてインピーダンス測定値が取得された場合、植込
み型医療機器１０５、たとえば検証回路１４５またはプロセッサ３１０は、測定値から、
ポート１３５のうちの検査されたポートに、ある場合はいずれのタイプのリードが存在す
るかを判定することができる。植込み型医療機器１０５が、動作７２０において、リード
が存在しないと判定した場合、方法７００は動作７４０で続ける。
【００６３】
　７４０において、方法７００では、続けて、植込み型医療機器１０５が、未使用ポート
に関連するユーザインタフェース画面またはプログラム可能なパラメータを使用不可にす
る。一例では、植込み型医療機器１０５は、動作７２０において特定のタイプのリードが
検査ポートに接続されているものとして検出された場合に、ユーザインタフェース画面ま
たはプログラム可能なパラメータを使用不可とすることができる。たとえば、動作７２０
において、検査されたポートが、６０Ωのインピーダンス測定値を有するものと判定され
た場合、動作７４０において、植込み型医療機器１０５は、医師が植込み型医療機器１０
５に対して送達するように構成することができる刺激エネルギーの量を制限することがで
きる。
【００６４】
　方法７００は、動作７２０において、リードが検査されたポートに接続されていると判
定すると、動作７３０で続けることができる。７３０において、方法７００では、続けて
、植込み型医療機器１０５が、検査されたポートに接続されていると判定されたリードの
タイプに関連するユーザインタフェース画面またはプログラム可能なパラメータを使用可
能にする。一例では、検査ポートに接続されていると判定されるリードは、植込み型医療
機器１０５が提供することができる治療のうちの１つを送達することに関連する何らかの
生理学的特徴を検出するために用いられる生理学的センサまたは同様の装置であり得る。
【００６５】
　一例では、方法７００は、１つまたは複数のポート１３５の各々を検査するために複数
回ループすることができる。この例では、方法７００は、植込み型医療機器１０５に関連
するすべてのポート１３５が検査された時に終了することができる。図７に示す例では、
方法７００は、１つまたは複数のポート１３５のうちの単一のポートを検査した後に終了
する。
【００６６】
　図８は、植込み型医療機器１０５のポート１３５に接続されているリードの構成に従っ
て、植込み型医療機器１０５のプログラム可能な特徴の可用性を構成する方法８００を概
略的に示す。この例では、方法８００は、８１５においてポートを検査する動作と、８２
０、８３０および８４０において特定のタイプのリードが存在するか否かを判定する動作
と、８２５、８３５および８４５においてリードタイプに関連するプログラム可能なオプ
ションの可用性を構成する動作と、８５０においてリードタイプを特定することができな
い場合に警告インジケータを設定する動作とを含む。方法８００はまた、任意選択的に、
８７０において、検出されたリード構成に関連するユーザインタフェース画面またはプロ
グラミング動作を使用可能または使用不可にする動作と、８７５において、検出された装
置および／またはリード構成を表示する動作とを含む。さらに、方法８００を、自動で（
図示せず）、８０５において手動始動で、または８１０において植込み型医療機器１０５
が使用可能になると開始することができる。
【００６７】
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　一例では、方法８００は、８１５において、植込み型医療機器１０５内の検証回路１４
５がポート１３５のうちの１つまたは複数を検査することで開始する。８２０において、
方法８００では、続けて、プロセッサ３１０が検証回路１４５からポート検査の結果を受
け取り、特定のタイプのリードが検査されたポートに接続されているか否かを判定する。
たとえば、プロセッサ３１０は、検証回路１４５からインピーダンス測定値を受け取り、
そのインピーダンス測定値から、検査されたポートにＡＭＴ多接点リードが接続されてい
るか否かを判定することができる。動作８３０および８４０によって示すように、方法８
００により多くの異なるリードタイプを検出することができる。たとえば動作８２０、８
３０または８４０によりリードのタイプが検出されると、プロセッサ３１０は、任意選択
的に、ポートデータオブジェクト８６０内にポート（またはリード）構成情報を格納する
ことができる。
【００６８】
　一例では、８２５において、方法８００では、続けて、植込み型医療機器１０５が、検
出されたリードタイプに関連するプログラム可能なオプションの可用性を構成し、たとえ
ばリードタイプ「Ｘ」がこの例である。図８に示すように、方法８００は、検出されたリ
ードタイプがそれぞれ「Ｙ」または「Ｎ」である場合に、動作８３５または８４５で続け
ることができる。検査ポートに接続されているものとして検出された種々のリードタイプ
各々に対して、適切な関連するプログラム可能なオプションを、植込み可能医療機器１０
５によって利用可能とすることができる。一例では、リードタイプおよび関連する治療タ
イプは、動作８２０、８３０および８４０において確定される。
【００６９】
　８５０において、方法８００では、続けて、プロセッサ３１０が、検査されたポートの
構成を自動的に確定することができない場合に警告インジケータを設定する。一例では、
警告インジケータは、治療医に対し装置誤動作を知らせるか、または単に、医師が植込み
型機器の構成を手動で確定しなければならないことを示すことができる。
【００７０】
　任意選択的に、方法８００では、８７０において、続けて、外部プログラミング装置、
たとえば外部装置３５０がポート使用情報、たとえばポートデータオブジェクト８６０を
受け取る。８７０において、外部装置３５０は、ポートデータオブジェクト８６０を用い
て、植込み型医療機器１０５が確定したポート使用情報に基づいて、関連するユーザイン
タフェース画面および／またはプログラム可能なパラメータを使用可能または使用不可と
することができる。８７５において、方法８００では、任意選択的に、続けて、外部装置
３５０が、植込み型機器の構成を表示する（例としてのグラフィカル表示について図１０
Ａ～図１０Ｃを参照）。
【００７１】
　一例では、検証回路１４５および／またはプロセッサ３１０が確定したポート構成情報
を、ポートデータオブジェクト８６０内に格納することができる。ポートデータオブジェ
クト８６０を、外部装置３５０等の外部装置に送出することができ、そこで、プログラム
可能なオプションをそれに従って構成することができる。たとえば、検証回路１４５は、
検査されたート内の特定の電気接点にわたるインピーダンスを測定することができ、プロ
セッサ３１０は、その測定値をポートデータオブジェクト８６０に格納することができる
。ポートデータオブジェクト８６０を外部装置３５０に送出することができ、外部装置３
５０は、インピーダンス測定値を抽出してタイプ「Ｙ」のリードがポートに接続されてい
ると判定することができる。
【００７２】
　図９は、植込み型医療機器１０５のポート１３５に接続されているリードの構成に従っ
て、植込み型医療機器１０５のプログラム可能な特徴の可用性を構成する方法９００を示
す。一例では、方法９００は、９２０においてポートを検査する動作と、９３０において
ポート検査が開路を示すか否かを判定する動作と、９３５において検査されたポートを未
使用として宣言する動作と、９４０においてポート検査が短絡を示すか否かを判定する動
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作と、９４５において検査されたポートを広いベクトルの向きを提供するものとして宣言
する動作と、９５０においてポート検査が所定範囲内のインピーダンスを返すか否かを判
定する動作と、９５５において検査されたポートを特定の治療を送達するものとして宣言
する動作と、９６０において追加のポートを検査する必要があるか否かを判定する動作と
、９７０において警告インジケータを設定する動作とを含む。
【００７３】
　一例では、方法９００を、９０５において手動始動により、または９１０において植込
み型医療機器１０５が使用可能となると自動的に開始することができる。９２０において
、方法９００では、続けて、検証開路１４５が、リードを植込み型医療機器１０５に接続
する「Ｎ」ポートのうちの最初のポートを検査する。上述したように、植込み型医療機器
１０５は、１つまたは複数のポートを含むことができる。併用治療機器は、リードおよび
／またはセンサを接続する２つと５つとの間のポートを含むことが多い。しかしながら、
現主題は、無限数のポートに対して機能することができる。植込み型医療機器内の各ポー
トは、リードと電気的に接続するために２つと８つとの間の接点または端子を含むことが
できる。たとえば、ＩＳ－１（ＩＳＯ５８４１－３：２０００）およびＤＦ－１（ＩＳＯ
１１３１８：２００２）ポートは２つの接点を含み、ＩＳ－４ポートは４つの接点を含む
。上述したＰｒｅｃｉｓｉｏｎＴＭポートは８つの接点を含む。
【００７４】
　９２５において、方法９００は、任意選択的に、ポートオーバライド機構の検出を含む
ことができる。ポートオーバライド機構は、植込み医師が、影響を受けるポートに接続さ
れているリードまたはセンサの機能を制限するために用いる機械的スイッチまたは電気的
スイッチを含むことができる。たとえば、刺激治療を送達するように構成されているポー
トは、電気エネルギー送達回路１１５によってポートを介して送達することができる刺激
エネルギーの量を制限するオーバライド機構を含むことができる。一例では、ポートを、
刺激治療、たとえば心臓ペーシング刺激を送達し、かつ内因性電気信号を検知するように
構成することができるが、植込み医師は、ポートが刺激治療を送達しないようにオーバラ
イドスイッチを設定することができる。たとえば、医師は、心臓組織内ではない位置にお
いて心臓検知およびペーシングの両方を可能にするリードを植え込むことができる。リー
ドを用いて、ＥＣＧのような信号を検知することができるが、電極にペーシングエネルギ
ーを送出することにより、装置に対して動作上の課題がもたらされる可能性がある。別の
例では、ポートは、ポートが未使用であることを示すオーバライド機構を含むことができ
る。
【００７５】
　９３０において、方法９００では、続けて、検証回路１４５が、ポートに対し開路があ
るか検査する。９３０において開路が検出されると、方法９００は、９３５において、ポ
ートを未使用であると宣言することによって続ける。検証回路１４５が、９３０において
開路が存在すると判定しない場合、方法９００は９４０で続ける。方法９００では、続け
て、９４０において、検証回路１４５がポート内の一組の電気接点にわたって短絡がある
かポートを検査する。９４０において短絡が検出されると、方法９００では、続けて、９
４５において、検証回路１４５またはプロセッサ３１０が、ポートを、広いベクトルの向
きに対して構成されているものとして宣言する。別法として、９４５において、検証回路
１４５またはプロセッサ３１０は、ポートを、たとえばポートプラグによってプラグ接続
されているものとして宣言することができる。検証回路１４５が９４０において短絡を検
出しない場合、方法９００では、続けて、９５０において、検証回路１４５が検査された
ポート内の電気接点にわたってインピーダンス測定を行う。９５０において、検証回路１
４５が指定された範囲内のインピーダンスを検出すると、方法９００では、続けて、９５
５において、検証回路１４５またはプロセッサ３１０が、ポートを、特定の治療を送達す
るように構成されているものとして宣言する。たとえば、検証回路１４５が、インピーダ
ンスが２００Ωと２０００Ωとの間の測定値であるものと判定した場合、プロセッサ３１
０は、ポートを、心臓刺激（ペーシング）リードと構成されているものとして宣言するこ
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とができる。別の例では、検証回路１４５が、インピーダンスが２０Ωと１２０Ωとの間
の測定値であるものと判定した場合、プロセッサ３１０は、ポートを、心臓衝撃電極と構
成されているものと宣言することができる。
【００７６】
　９７０において、方法９００では、続けて、検査されているポートが動作９２５、９３
０、９４０または９５０において検証回路１４５が実行した検査のいずれにも適合しない
ことが分かった場合、プロセッサ３１０が警告インジケータを設定する。９６０において
、方法９００では、続けて、プロセッサ３１０が、いずれかのさらなるポートを検査する
必要があるか否かを判定する。図９に示すように、方法９００は、各ポートの構成が確定
した後に動作９６０に戻る。一例では、植込み型医療機器１０５は、植込み医師によって
設定される各ポートに関連するスイッチを含むことができ、ポートがそのポートの構成、
たとえばそのポートに接続されているリードのタイプを特定するために検査されるか否か
を制御することができる。
【００７７】
　この例では、方法９００は、検証回路１４５またはプロセッサ３１０が、ポート構成デ
ータを収集しそれをポートデータオブジェクト９８０内に格納することを含むことができ
る。一例では、植込み型医療機器１０５または外部装置３５０が、ポートデータオブジェ
クト９８０を用いて、植込み型医療機器１０５に関連するいくつかのプログラム可能なパ
ラメータへのアクセスを構成することができる。
【００７８】
　図１０Ａは、植込み型医療機器１０５に対するポート使用のグラフィカルインジケータ
の例を概略的に示す。一例では、外部装置３５０は、治療医が植込み型医療機器１０５を
プログラムするのを可能にするユーザインタフェース画面を含むことができる。ユーザイ
ンタフェース画面は、植込み型医療機器ヘッダグラフィック１０１０によって示すものの
等、ポート使用状況に基づく植込み型機器の構成のグラフィカル表示を含むことができる
。植込み型医療機器ヘッダグラフィック１０１０は、ポートインジケータ１０１２および
１０１４を含む。この例では、ポートインジケータ１０１２は「ＲＡ」を表示しており、
それを、赤色等、色分けすることができる。一例では、ＲＡは、Ｒｉｇｈｔ　Ａｔｒｉｕ
ｍ（右心房）を意味し、このポートに接続されているリードが、患者の心臓の右心房に対
する刺激を提供するように構成されていることを示す。この例では、ポートインジケータ
１０１４は「Ｎ」を表示しており、それを、緑色等、色分けすることができる。一例では
、ＮをＮｅｕｒａｌ（神経）と解釈することができ、それは、このポートに接続されてい
るリードが、迷走神経等に対する神経刺激を提供するように構成されていることを示す。
別法として、緑色の色分けと組み合わせたＮは、接続されたリードが、神経組織部位にお
ける電気的活動を検知するように構成されていることを示すことができる。植込み型医療
機器ヘッダグラフィック１０１０はまた、追加の構成情報を視覚的に提供するように記述
的アイコンおよび追加の文字を含むことも可能である。この用途の目的で、グラフィカル
表示は、単純な文字以外の何らかの形式の視覚的情報、たとえば特に絵、アイコン、図形
または色分けを含む。
【００７９】
　図１０Ｂは、植込み型医療機器１０５に対するポート使用状況のグラフィカルインジケ
ータの例を概略的に示す。この例では、植込み型医療機器ヘッダグラフィック１０２０は
、３つのポートインジケータ１０２２、１０２４および１０２６を含む。ポートインジケ
ータ１０２４および１０２６は、ポートインジケータ１０１２および１０１４それぞれを
参照して上述したものと同様のグラフィカル表示を示す。しかしながら、ポートインジケ
ータ１０２４および１０２６は何らかの追加の記述的文字を含む。たとえば、ポートイン
ジケータ１０２４は、「ＩＳ－１」および「ＢＩ」を含む記述的文字１０２８を含む。一
例では、「ＩＳ－１」は、ポートがコネクタ標準規格ＩＳＯ５８４１－３：２０００に準
拠することを表すことができる。一例では、「ＢＩ」は、バイポーラ構成を表すことがで
きる。ポートインジケータ１０２６は、「ＮＣＴ」を含む記述的文字１０３０を含む。一
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例では、「ＮＣＴ」は、神経心臓治療（自律神経調節治療としても知られる）を表すこと
ができ、それは、ポートインジケータ１０２６によって表されるポートにいずれのタイプ
のリードが接続されているかをさらに定義する。
【００８０】
　この例では、ポートインジケータ１０２２は「ＲＶ」を表示しており、それを、黄色等
、色分けすることができる。ポートインジケータ１０２２はまた、記述的文字１０３２等
のさらなる記述的文字を含むことも可能である。この例では、記述的文字１０３２は「Ｉ
Ｓ－４」および「ＢＩ」を含む（ＩＳ－４は審議中のコネクタ標準規格ＩＳＯ２７１８６
への準拠を示す）。一例では、記述的文字１０２８、１０３０および１０３２を、記述的
アイコンまたは追加の記述的な絵に置き換えることができる。
【００８１】
　図１０Ｃは、植込み型医療機器１０５に対するポート使用状況のグラフィカルインジケ
ータの例を概略的に示す。この例では、植込み型医療機器ヘッダグラフィック１０４０は
、５つのポートインジケータ１０４２、１０４４、１０４６、１０４８および１０５０を
含んでいる。この例では、ポートインジケータ１０４２は「－」（マイナス）記号を含み
、それを緑色等、色分けすることができる。ポートインジケータ１０４２はまた、「ＤＦ
－１」と読める記述的文字１０５８も含む。ポートインジケータ１０４２（マイナス記号
）および記述的文字１０５８の組合せを、このポートに接続されているリードが除細動リ
ードに対して負の電気接続であることを示すものと解釈することができる。この例では、
ポートインジケータ１０４４は＋（プラス記号）を含み、それを緑色等、色分けすること
ができる。ポートインジケータ１０４４（プラス記号）もまた、「ＤＦ－１」と読める記
述的文字１０５２を含む。組合せでのポートインジケータ１０４４（プラス記号）および
記述的文字１０５２を、このポートに接続されているリードが除細動リードに対する正の
電気的接続であることを示すものと解釈することができる。
【００８２】
　この例では、ポートインジケータ１０４８は「ＲＡ」を含み、それは、このポートに接
続されているリードが患者の心臓の右大動脈であることを示す。ポートインジケータ１０
４８はまた、このポートに接続されているリードタイプの追加の特徴付けを提供する記述
的文字１０５４も含む。この例はまた、ポートインジケータ１０４６も含み、それは、こ
のポートに接続されているリードが患者の心臓の右心室にあることを示す「ＲＶ」を含む
。ポートインジケータ１０４６もまた記述的文字１０６０を含む。
【００８３】
　この例では、ポートインジケータ１０５０は「ＬＶ」を含み、それは、このポートに接
続されているリードが患者の心臓の左心室にあることを示す。ポートインジケータ１０５
０はまた、「ＬＶ－１」および「ＵＮＩ／ＢＩ」（ＵＮＩはユニポーラ構成を示す）と読
める記述的文字１０５６も含む。
例としての外部装置および機械可読媒体
　図１１は、外部通信および記憶装置の例を示すブロック図である。システム１１００は
、コンピュータシステム１１００の例としての形態での機械であり、コンピュータシステ
ム１１００内では、機械に対して、本明細書で説明した方法のうちのいずれか１つまたは
複数の実行を支援させる命令を実行することができる。一例では、機械は、独立形装置で
動作し、または機械を他の機械に接続する（たとえばネットワーク化する）ことができる
。ネットワーク化された配置では、機械は、サーバクライアントネットワーク環境でサー
バマシンまたはクライアントマシンの容量で動作することができ、またはピア－ツー－ピ
ア（または分散）ネットワーク環境ではピアマシンとして動作することができる。機械は
、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タブレットＰＣ、セットトップボックス（ＳＴＢ）
、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話、ウェブアプライアンス、ネットワークルータ、ス
イッチあるいはブリッジ、または命令を実行する（順次または他の方法）ことができるあ
らゆる機械であって、その命令がその機械が行うべき動作を指定するものである機械であ
り得る。さらに、単一の機械のみを図示しているが、機械は、本明細書で説明した方法の
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うちのいずれか１つまたは複数を実行する一組（または複数組）の命令を個々にまたは共
同で実行する機械のあらゆる集まりを含むことができる。
【００８４】
　例としてのコンピュータシステム１１００は、バス１１０８を介して互いに通信する、
プロセッサ１１０２（たとえば、中央処理装置（ＣＰＵ）、あるいはグラフィックスプロ
セッシングユニット（ＧＰＵ）、または両方）、メインメモリ１１０４およびスタティッ
クメモリ１１０６を含む。コンピュータシステム１１００は、ビデオディスプレイユニッ
ト１１１０（たとえば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）またはブラウン管（ＣＲＴ））をさ
らに含むことができる。コンピュータシステム１１００はまた、英数字入力装置１１１２
（たとえばキーボード）、ユーザインタフェース（ＵＩ）ナビゲーション装置１１１４（
たとえばマウス）、ディスクドライブユニット１１１６、植込み型医療機器インタフェー
ス１１１８およびネットワークインタフェース装置１１２０も含む。
【００８５】
　植込み型医療機器インタフェースは、植込み型医療機器との有線データ接続または無線
データ接続を含むことができる。一例では、システム１１００は、植込み型医療機器との
有線データ接続および無線データ接続の両方を含む。一例では、植込み型医療機器（ＩＭ
Ｄ）インタフェースにより、ＩＭＤに格納された情報をコンピュータシステム１１００に
ダウンロードして、治療医または患者管理システムに格納しかつ／または再送信すること
ができる。一例では、ＩＭＤからダウンロードされた情報を、ビデオディスプレイユニッ
ト１１１０に表示することができる。別の例では、ダウンロードされた情報を、ビデオデ
ィスプレイユニット１１１０に表示する前にプロセッサ１１０２が処理することができる
。一例では、ＩＭＤインタフェースはまた、植込み型ＣＲＭ機器に対するプログラミング
パラメータを含む情報を再びＩＭＤにアップロードすることも可能である。
機械可読媒体
　ディスクドライブユニット１１１６は、本明細書に記載した方法または機能のうちのい
ずれか１つまたは複数を採用するかまたはそれによって利用される命令およびデータ構造
（たとえばソフトウェア）１１２４の１つまたは複数の組を格納することができる、機械
可読媒体１１２２を含む。命令１１２４はまた、コンピュータシステム１１００による実
行中に、メインメモリ１１０４内にまたはプロセッサ１１０２内に、完全にまたは少なく
とも部分的に存在することも可能であり、メインメモリ１１０４およびプロセッサ１１０
２もまた機械可読媒体を構成している。
【００８６】
　例としての実施形態では、機械可読媒体１１２２を単一媒体であるように示すことがで
きるが、「機械可読媒体」という用語は、１つまたは複数の命令またはデータ構造を格納
する単一の媒体または複数の媒体（たとえば、集中データベースあるいは分散データベー
ス、または関連するキャッシュおよびサーバ）を含むことができる。「機械可読媒体」と
いう用語は、機械が実行するために命令を格納し、符号化し、または搬送することができ
、かつ機械に対して本出願の方法のうちのいずれか１つまたは複数を実行させるか、また
はこうした命令が利用するかまたはこうした命令に関連するデータ構造を格納し、符号化
しまたは搬送することができる、あらゆる有形媒体を含むことができる。「機械可読媒体
」という用語は、限定する必要はないが、固体メモリならびに光媒体および磁気媒体を含
むことができる。機械可読媒体の所定の例としては、例として半導体メモリ素子、たとえ
ば、消去可能プログラム可能リードオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能プロ
グラム可能リードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）およびフラッシュメモリデバイス、内蔵
ハードディスクおよびリムーバブルディスクを含む磁気ディスク、光磁気ディスク、なら
びにＣＤ－ＲＯＭおよびＤＶＤ－ＲＯＭディスクが挙げられる。
伝送媒体
　命令１１２４を、さらに、伝送媒体を用いて通信ネットワーク１１２６で送受信するこ
とができる。命令１１２４を、ネットワークインタフェース装置１１２０および複数の伝
送プロトコルのうちのいずれか１つ（たとえばＨＴＴＰ）を用いて送信することができる
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。通信ネットワークの例としては、ローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ」）、広域ネ
ットワーク（「ＷＡＮ」）、インターネット、携帯電話ネットワーク、基本電話サービス
（Ｐｌａｉｎ　Ｏｌｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ）（ＰＯＴＳ）ネットワークおよび無線デー
タネットワーク（たとえばＷｉ－ＦｉおよびＷｉＭａｘネットワーク）が挙げられる。
【００８７】
　上述した説明は、詳細な説明の一部を形成する添付図面への参照を含む。図面は、本発
明を実施することができる所定の実施形態を例として示している。これらの実施形態を、
本明細書では「例」とも呼ぶ。こうした例は、図示し説明したもの以外の要素を含むこと
ができる。しかしながら、本発明者らは、図示し説明したそれらの要素のみが提供される
例も企図している。
【００８８】
　本文書内で言及したすべての刊行物、特許および特許文書は、参照により個々に組み込
まれているかのように、全体として本明細書に組み込まれている。この文書と参照により
そのように組み込まれているそれらの文書との間で使用法が一貫しない場合、組み込まれ
ている参考文献における使用法を、この文書の使用に対して補足するものとみなすべきで
あり、すなわち、矛盾する不一致の場合、本文書の使用法が基準となる。
【００８９】
　本明細書では、「１つの（ａ、ａｎ）」という用語は、特許文献において一般的である
ように、「少なくとも１つの」または「１つまたは複数の」という他のいかなる例または
使用法とも無関係に、１つまたは２つ以上を含むように使用されている。本明細書では、
「または（ｏｒ）」という用語は、特に示さない限り、非排他的論理和を指すように用い
られ、したがって、「ＡまたはＢ」は、「ＡであるがＢではない」、「ＢであるがＡでは
ない」および「ＡおよびＢ」を含む。添付の特許請求の範囲において、「含む（ｉｎｃｌ
ｕｄｉｎｇ）」および「そこに（ｉｎ　ｗｈｉｃｈ）」という用語は、それぞれの用語「
備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」および「そこで（ｗｈｅｒｅｉｎ）」の等価の平易な
英語として用いられている。また、以下の特許請求の範囲において、「含む」および「備
える」という用語は、非限定的（ｏｐｅｎ－ｅｎｄｅｄ）であり、すなわち、請求項にお
いてこうした用語の後に列挙されているもの以外の要素を含むシステム、装置、物品また
はプロセスは、依然としてその請求項の範囲内にあるものとみなされる。さらに、以下の
特許請求の範囲において、「第１」、「第２」および「第３」等の用語は、単に標識とし
て用いられており、それらの対象に対して数値的要件を課すようには意図されていない。
【００９０】
　本明細書に記載した方法例を、少なくとも部分的に機械またはコンピュータが実施する
ことができる。一例は、電子装置を上記例に記載された方法を実行するように構成するよ
う動作可能な命令でコード化された、コンピュータ可読媒体、プロセッサ可読媒体または
機械可読媒体を含むことができる。こうした方法の実施態様は、マイクロコード、アセン
ブリ言語コード、高水準言語コード等のコードを含むことができる。こうしたコードは、
さまざまな方法を実行するコンピュータ可読命令を含むことができる。コードは、コンピ
ュータプログラム製品の一部を形成することができる。さらに、コードを、実行中にまた
は他の時点で１つまたは複数の揮発性または不揮発性コンピュータ可読媒体に有形的に格
納することができる。これらのコンピュータ可読媒体は、限定されないが、ハードディス
ク、リムーバブル磁気ディスク、リムーバブル光ディスク（たとえばコンパクトディスク
およびデジタルビデオディスク）、磁気カセット、メモリカードあるいはスティック、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）等を含むことができる
。一例では、本方法を、植込み機器または埋込み機器で実行することができる。これらの
例では、コードを、植込み機器または埋込み機器が実行するためにプロセッサ可読媒体に
格納することができる。
【００９１】
　上記説明は、限定するものではなく例示するものとして意図されている。たとえば、上
述した例（またはそれらの１つまたは複数の態様）を、互いに組み合わせて用いてもよい
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的開示の特質を迅速に確認することができるように、米国特許法規則第１．７２条（ｂ）
に準拠して要約書を提供する。要約書を、特許請求の範囲の範囲または意味を解釈または
限定するために用いられないということを理解して提示している。また、上記発明を実施
するための形態において、本開示を合理化するように、さまざまな特徴をグループ化して
いる場合がある。これを、請求項に記載されていない開示された特徴がいずれかの請求項
に対して必須であることを意図しているものとして解釈するべきではない。むしろ、本発
明の主題は、特定の開示した実施形態のすべての特徴にあるとは限らない。したがって、
以下の特許請求の範囲は、発明を実施するための形態に組み込まれ、各請求項は、別個の
実施形態として自立している。本発明の範囲を、添付の特許請求の範囲と、こうした特許
請求の範囲に権利が与えられる均等物の完全な範囲とを参照して確定するべきである。
装置指向の例
例Ａ
　医療機器であって、
　ポートパラメータを取得するようにポートを検査するように構成された検証回路であっ
て、ポートがリードを医療機器に接続することができる、検証回路と、
　プロセッサであって、
　　検証回路によって取得されたポートパラメータを受け取り、
　　ポートパラメータに基づいて、機器リード構成を自動的に確定し、
　　機器リード構成に基づいて、プログラム可能なパラメータの可用性を構成する
ように構成されたプロセッサと、
を備える医療機器。
例Ｂ
　プログラム可能なパラメータの可用性に基づいて、構成通知を生成するように構成され
た通知モジュールをさらに含む、例Ａの医療機器。
例Ｃ
　通知モジュールが、構成通知を外部装置に送出するように構成されている、例Ｃの医療
機器。
例Ｄ
　検証回路が、インピーダンス測定値を得るようにポートを検査する、例Ａの医療機器。
例Ｅ
　プロセッサが、インピーダンス測定値が、以下の状態、
　　開路、
　　短絡、または
　　所定範囲のインピーダンス値
のうちの１つを示すか否かを判定することに基づき、機器リード構成を自動的に確定する
、例Ｄの医療機器。
例Ｆ
　検証回路が、ポートプラグが存在するか検査するように構成され、ポートプラグが、検
証開路によって測定可能な事前定義された属性を有している、例Ａの医療機器。
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【図２Ｂ】 【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】 【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月31日(2012.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
植込み型医療機器（１０５）と通信するように構成された外部装置（３５０）を備えるシ
ステムであって、前記外部装置が、
　プロセッサ（３１０）と、
　前記プロセッサに結合された、命令を含むメモリ（３１５）であって、前記命令が、前
記プロセッサによって実行される場合、前記プロセッサに対し、
　　前記植込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取らせ、前記ポートデー
タオブジェクトが、前記植込み型医療機器によって複数のリードに接続するために使用さ
れる複数のポートに関連するデータを含み、
　　前記ポートデータオブジェクトに基づいて、前記植込み型医療機器に関連するリード
構成を確定させ、
　　前記植込み型医療機器に関連する前記リード構成に基づき、前記植込み型医療機器の
プログラム可能なパラメータへのアクセスを構成させる、
メモリと、
を有する、システム。
【請求項２】
前記外部装置（３５０）が、前記ポートデータオブジェクト内に表される前記複数のポー
トの個々のポートに関連する測定可能な属性を含む前記ポートデータオブジェクトを受け
取る、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記複数のポートの個々のポートに関連する前記測定可能な属性がインピーダンスである
、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記外部装置（３５０）が、前記複数のポートの個々のポートに関連する前記インピーダ
ンス測定値が、以下の状態
　開路、
　短絡、または
　所定範囲のインピーダンス
のうちの１つを示すか否かを判定することに基づいて、前記リード構成を確定する、請求
項３に記載のシステム。
【請求項５】
前記外部装置（３５０）が、前記ポートデータオブジェクトが前記複数のポートのいずれ
かに対して手動オーバライドインジケータを含むか否かを検出することに基づいて、前記
リード構成を確定し、前記手動オーバライドインジケータが、前記ポートが未使用である
ことを示す、請求項１～４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
前記外部装置（３５０）が、治療タイプを確定することに基づいて前記リード構成を確定
し、
　前記外部装置が、複数のプログラム可能なパラメータに対するアクセスを、前記治療タ
イプに関連する前記複数のプログラム可能なパラメータを使用可能にすることに基づいて
構成する、請求項１～５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
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前記外部装置（３５０）に通信可能に結合された表示装置であって、前記植込み可能医療
機器の前記リード構成の視覚的指示を表示するように構成されている表示装置をさらに備
える、請求項１～６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
前記表示装置が、前記植込み型医療機器の前記リード構成を表すグラフィカル表示を表示
する、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
前記外部装置（３５０）が、前記ポートデータオブジェクトから、ポートが、
　未使用、
　検知のみ、
　治療のみ、および
　検知を伴う治療
を含む潜在的な使用の群から選択される使用のタイプに対してポートが構成されているか
否かを判定することに基づいて、リード構成を確定する、請求項１～８のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項１０】
前記外部装置（３５０）が、前記ポートデータオブジェクトから、ポートに接続されてい
るリードが治療出力制限を含むか否かを判定することに基づいて、リード構成を確定する
、請求項１～９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　植込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取るステップであって、前記ポ
ートデータオブジェクトが、リードを接続することができる前記植込み型医療機器のポー
トに関連するデータを含む、植込み型医療機器からポートデータオブジェクトを受け取る
ステップと、
　前記ポートデータオブジェクトに基づいて、前記植込み型医療機器に関連するリード構
成を確定するステップと、
　前記植込み型医療機器に関連する前記リード構成に基づいて、前記植込み型医療機器の
プログラム可能なパラメータへのアクセスを構成するステップと、
を備える方法（６００）。
【請求項１２】
　前記植込み型医療機器のリード構成の視覚的指示を表示するステップと、前記植込み型
医療機器を表示するグラフィカル表示を視覚指示として表示するステップとをさらに備え
る、請求項１１に記載の方法（６００）。
【請求項１３】
　前記ポートデータオブジェクトを受け取るステップにおいて、前記ポートの測定可能な
属性を受け取る、請求項１１に記載の方法（６００）。
【請求項１４】
　前記ポートの測定可能な属性を受け取ることには、ポートインピーダンス測定値を受け
取ることが含まれ、前記ポートデータオブジェクトに基づいて前記リード構成を確定する
ことには、前記インピーダンス測定値が、以下の状態
　開路、
　短絡、または
　前記インピーダンスが所定範囲のインピーダンスにあること
のうちの１つを示すか否かを判定することを含んでなる、請求項１３に記載の方法（６０
０）。
【請求項１５】
　前記ポートデータオブジェクトに基づいて前記リード構成を確定することは治療タイプ
を確定することを含んでなり、プログラム可能なパラメータに対するアクセスを構成する
ことは、前記治療タイプに関連する前記複数のプログラム可能なパラメータを使用可能に
することを含んでなる、請求項１１～１４のいずれか一項に記載の方法（６００）。
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