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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不整脈発作を検出するように構成される不整脈検出器と、
　該不整脈発作の形態的秩序の評価を判定する手段と、
　前記形態的秩序の評価に基づいて不整脈発作を、第１の形態的秩序レベル、第２の形態
的秩序レベル、及び第３の形態的秩序レベルを含む複数の形態的秩序レベルの１つに分類
する手段と、
　該第１の形態的秩序レベル、第２の形態的秩序レベル、及び第３の形態的秩序レベルを
対応する個別の第１の心臓治療スキーム、第２の心臓治療スキーム、及び第３の心臓治療
スキームに関連付ける手段と、各心臓治療スキームは不整脈を治療するための少なくとも
１つの心臓治療コンポーネントを含み、前記心臓治療スキームのうち少なくとも１つは、
１つ以上の心臓治療コンポーネントを含むことと、
　検出された不整脈発作の形態的秩序レベルに関連付けられる選択された心臓治療スキー
ムを実施する手段と、
　心臓治療スキームの心臓治療コンポーネントの各実施間における不整脈を再検出する手
段であって、再検出は、より秩序正しい不整脈発作の場合には高頻度で、さほど秩序正し
くない不整脈発作の場合には低頻度で行われる不整脈再検出手段と、
　前記再検出された不整脈の形態的秩序レベルを判定する手段と、
　前記再検出された不整脈の形態的秩序レベルに関連付けられる心臓治療スキームが患者
に実施されるように心臓治療を変更する手段と、
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を含む、心調律管理装置。
【請求項２】
　前記心臓治療スキームの少なくとも１つは第１の心臓治療コンポーネント及び第２の心
臓治療コンポーネントを含み、前記心臓治療スキームの別の少なくとも１つは第２の心臓
治療コンポーネントを含むが第１の心臓治療コンポーネントを含まない、請求項１に記載
の装置。
【請求項３】
　前記第２の心臓治療コンポーネントは電気的除細動治療からなり、前記第１の心臓治療
コンポーネントは第１の抗頻脈ペーシングＡＴＰ治療からなる、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の心臓治療コンポーネント及び第２の心臓治療コンポーネントを含む前記心臓
治療スキームは、第３の心臓治療コンポーネントを更に含み、同第３の心臓治療コンポー
ネントは第２の抗頻脈ペーシングＡＴＰ治療からなる、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記複数の形態的秩序レベルは、前記第１の形態的秩序レベル、第２の形態的秩序レベ
ル、及び第３の形態的秩序レベルとは異なる第４の形態的秩序レベルを更に含み、同第４
の形態的秩序レベルは上室性頻脈性不整脈ＳＶＴに対応し、且つ不整脈を治療するための
心臓治療コンポーネントとは関連付けられていない、請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、心臓治療の装置および方法に関し、特に頻脈性不整脈の形態的秩序
に基づく頻脈性不整脈治療の自動選択に関する。
【背景技術】
【０００２】
　正常な心臓機能は、心臓が一定の時間間隔で同期収縮することに依存している。心臓が
正常に働いているときは、同期心収縮が洞房結節で始まり、心臓は正常な洞律動で動作し
ていると言われる。しかし、心臓の収縮が不規則または無秩序になると、すなわち、収縮
速度が速すぎたり遅すぎたりすると、心調律は不整脈であるとされる。心不整脈は、例え
ば、疾病過程によって発症する場合や、心臓組織で生じる異常な電気伝導パターンが原因
で発症する場合がある。心不整脈は心臓のポンプ作用を損ない、ある種の心不整脈は生命
を脅かすおそれがある。
【０００３】
　心臓の心房領域で発生する心不整脈は、上室性頻脈性不整脈（ＳＶＴ）と呼ばれる。心
房細動と心房粗動はＳＶＴの例である。これらの状態はいずれも、急速で無秩序な心房の
収縮によってポンプ作用が血行動態的に非効率的になることを特徴とする。
【０００４】
　ＳＶＴの別の例は洞頻脈で、これは運動や急激な情緒反応によって心拍数が増加するも
のである。心房細動および心房粗洞とは対照的に、洞頻脈は調和のとれた急速な心房の収
縮によってポンプ作用が血行動態的に効率的で、運動や急激な情緒反応の際に身体にかか
る余分な負担が補償されることを特徴とする。心房細動と心房粗動は「異常」であるが（
致命的ではない）、洞頻脈は「正常」である（やはり致命的ではない）。
【０００５】
　心臓の心室領域で発生する心不整脈は、心室頻脈不整脈と呼ばれる。心室頻拍（ＶＴ）
は、急速な心室収縮を特徴とし、悪化して心室細動（ＶＦ）になるおそれがある。心室細
動は、非常に急速で無秩序な心室収縮を起こす。心室細動は、心臓が数分以内に洞律動に
戻らなければ致命的である。
【０００６】
　ペースメーカおよび植え込み型心臓除細動器／除細動器を含む、植え込み型心調律管理
（ＣＲＭ）装置は、重篤な心不整脈の患者に対して有効な治療を施すために使用されてい
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る。心調律管理装置は、心不整脈を種々の段階的な治療によって処置することができる。
これらの段階的な治療は、心臓がポンプ効率を維持しやすいようにタイミングが取られた
低エネルギーペーシングパルスを与えることから、細動を処置する、および／または止め
るために高エネルギーショックを与えることにまで及んでいる。これらの処置を効果的に
実施するためには、まずＣＲＭ装置で発症している不整脈の種類を特定することが必要で
あり、その後に心臓に対して適切な治療を施すことが可能となる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、不整脈の形態的秩序レベルに基づいて頻脈性不整脈の治療を選択する方法お
よびシステムを対象としている。本発明の一実施形態には、心臓治療の実施方法が含まれ
る。不整脈の形態的秩序レベルは心臓治療と関連する。形態的秩序レベルは不整脈の心拍
信号の形態と関連付けられる。不整脈発作が検出されて、不整脈発作の形態的秩序レベル
が判定される。不整脈を処置するために、不整脈発作の形態的秩序レベルに関連付けられ
た心臓治療が実施される。例えば、形態的秩序レベルは、遡及的（レトロスペクティブ）
データベース解析、患者治療の許容範囲、医師の入力（情報提供）の、１項目以上に基づ
いた心臓治療に関連しうる。
【０００８】
　実施される心臓治療は、１つ以上の抗頻脈ペーシングコンポーネントおよび／または１
つ以上のショック治療コンポーネントなど、多くの治療コンポーネントを含む多段階治療
となりうる。この方法には、１つ以上の治療コンポーネントの実施に続いて、不整脈を再
検出するための検知（センシング）が含まれる場合がある。再検出のための検知は、より
系統（秩序）立った不整脈発作では高頻度で、さほど系統立っていない不整脈発作では低
頻度で行われうる。
【０００９】
　一実施形態では、形態的秩序レベルを心臓治療に関連付けることは、形態的秩序レベル
を治療の探索時間（therapy wander time）に関連付けることを含む。治療の探索時間は
、心臓治療が実施される時間の長さを意味する。
【００１０】
　不整脈発作の形態的秩序レベルは、不整脈発作の心電図信号の形態的規則性、心電図の
エントロピー、不整脈発作の血行動態の安定性のうちの１項目以上に基づいて判定されう
る。
【００１１】
　本発明の一態様によると、不整脈発作の形態的秩序レベルは不整脈発作の１つ以上の心
拍信号の形態をテンプレートと比較して判定される。不整脈発作の形態的秩序レベルは、
代替的または追加的に、不整脈発作の心拍信号の形態をその不整脈発作の別の心拍信号の
形態と比較して判定されることもできる。
【００１２】
　不整脈発作の形態的秩序レベルは、不整脈発作の心拍数の不規則性、不整脈発作の心電
図信号の形態的複雑性、および／または不整脈発作の血行動態の安定性に基づいて判定さ
れることもできる。例えば、形態的秩序の判定には、形態的秩序の１つ以上の尺度にそれ
ぞれ関連した１つ以上の閾値を使用することが含まれてもよい。
【００１３】
　不整脈発作の形態的秩序レベルに関連した心臓治療の実施には、以下の内容が含まれる
。
【００１４】
　形態的秩序レベルの心臓治療への関連付けは、形態的秩序レベルの心臓治療への静的ま
たは動的な関連付けを伴うことができる。本発明の一態様によると、形態的秩序レベルを
、病歴データ、患者治療の許容範囲、医師の入力（情報提供）の１項目以上に基づいて心
臓治療に関連付けることができる。最初の関連付けを行った後、心臓治療の効果に基づい
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て形態的秩序レベルと治療の関連を動的に変更することができる。
【００１５】
　本発明の別の実施形態は、心調律管理装置を対象としている。心調律管理装置は、不整
脈の形態的秩序レベルを心臓治療に関連付けるように構成されるプロセッサを含む。また
、このプロセッサは、不整脈発作の形態的秩序レベルを心拍信号に基づいて判定するよう
に構成される。不整脈検出器は不整脈発作を検出するように構成され、治療回路は不整脈
発作の形態的秩序レベルに関連付けられる心臓治療を実施する。心調律管理装置は、一般
に、心臓治療のライブラリおよび形態的秩序レベルと心臓治療の関連マップを記憶するた
めに使用可能なメモリを含む。本発明の一態様によると、心調律管理装置は患者に植え込
まれることができる。
【００１６】
　本発明の前述の要約は、本発明の各々の実施形態を説明するものでも、あらゆる実施形
態を説明するものでもない。以下の詳細な説明と特許請求の範囲を添付図面とともに参照
することによって、本発明の理解が深まるとともに、有用性と成果が明らかになり評価さ
れよう。
【００１７】
　本発明は様々な変型および代替形態に修正可能であるが、その詳細が図面に一例として
示され、以下に詳しく説明する。ただし、これには本発明を以下に説明する特定の実施形
態に限定する意図はないと理解されたい。むしろ、本発明は添付の特許請求の範囲によっ
て定義された本発明の範囲に含まれるすべての変型、同等物、および代替物に適用される
ものであることを意図している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図示された実施形態の以下の説明では、実施形態の一部を構成し、本発明の実施可能な
種々の実施形態を例示する添付図面を参照する。その他の実施形態も利用することができ
、本発明の要旨を逸脱しない範囲で構造的および機能的な変更を行うことができるものと
理解されたい。
【００１９】
　心室性頻脈性不整脈は、１つ以上の心室内で生じる速い心調律である。心房粗動や心房
細動などの心房性頻脈性不整脈は、１つ以上の心房内で生じる速い心調律である。心室性
または心房性の頻脈性不整脈心拍を示す電位図（ＥＧＭ）または心電図（ＥＣＧ）の信号
は、複数の異なる形態パターンを示すことがある。ある種の頻脈性不整脈は一般的に単形
性パターンを示すことがある。単形性の頻脈性不整脈を表すエレクトログラム信号は、か
なり規則的な心拍と類似した形状または形態を有しうる。
【００２０】
　他の種の頻脈性不整脈は、多形態、または多形性の頻脈性不整脈を含むことがある。多
形態、または多形性の各心拍は多様でありうる。心室細動は、無秩序で一貫性のない形態
を示す多形性の心室性頻脈性不整脈の一例である。
【００２１】
　頻脈性不整脈の発作（発現）は、ほんの僅かの心拍の間だけで、僅かな症状を起すだけ
の場合もある。心拍数が比較的低い場合、頻脈性不整脈は数分間持続しても許容されるこ
とがある。頻脈性不整脈は種々の治療によって処置されることができる。例えば、ある場
合には、心室頻拍（ＶＴ）は、徐脈ペーシングに比較して比較的高いエネルギー出力のペ
ーシングによって効果的に治療されうる。ＶＴを軽減するためのペーシングは、１つ以上
のバースト（連射）ペーシングを必要とする場合があり、一般に、抗頻脈ペーシング（Ａ
ＴＰ）と呼ばれる。他の種のＶＴは、低エネルギーの電気的除細動ショックおよび／また
は高エネルギー除細動ショックなど、さらに積極的な治療を必要とする場合がある。さら
に他の種のＶＴは、治療しなくても自然に止まることや治療を必要としないこともある。
【００２２】
　最も危険な多形性の心室性頻脈性不整脈の形は心室細動と呼ばれ、これは非常に速く小
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規模な無秩序の収縮を伴う。速い収縮は急峻な血圧降下と血行動態センサ出力の悪化を引
き起こす。心拍数がおよそ２２０／分を超える心室細動は、自然に止まることが稀であり
、迅速な治療的介入がなければ致命的になりかねない。
【００２３】
　本発明は、不整脈発作の心拍信号の形態的秩序に基づいて、特定の不整脈の処置のため
に選択された多段階不整脈治療を自動的に実施する方法及びシステムを対象としている。
不整脈の形態的秩序は、例えば、心電図（ＥＣＧ）や電位図（エレクトログラム：ＥＧＭ
）などの心臓電気信号の形態的秩序を直接評価するか、または血行動態センサ信号などの
他の心拍信号から抽出された特性の変動を評価することによって判定されうる。この方法
には、形態的秩序レベルに従って心室性または心房性の不整脈発作を分類すること、およ
び不整脈発作の形態的秩序レベルに関連した多段階頻脈性不整脈治療の実施が含まれる。
様々な実施形態において、不整脈は、心拍の形態的規則性（不整脈の心拍信号形態の類似
性）、エントロピーまたは複雑性解析（不整脈のエレクトログラム信号のランダム性の尺
度）、血行動態の状態（例えば、インピーダンス、酸素飽和度、心音、活性・圧力センサ
などによって測定される）、その他の尺度の少なくとも一つを含む、エレクトログラム信
号の形態的秩序の１つ以上の尺度に基づいて分類されうる。また、１つ以上の形態的秩序
尺度に加えて、不整脈の心拍数情報も使用することができる。
【００２４】
　各不整脈の形態的秩序レベルは、異なる心臓治療スキーム（ＲｘＳ）に関連付けられて
いる。心臓治療スキームでは、治療スキームの１つ以上の治療コンポーネント（構成要素
）によって患者に対して次第に積極的な治療を施していく段階的治療法を含む場合がある
。
【００２５】
　図１は、本発明の実施形態による多段階の頻脈性不整脈治療の実施方法を示すフローチ
ャートである。この方法は、不整脈の形態的秩序レベルを心臓治療に関連付けること（１
１０）を含む。心臓治療は、例えば、順番に実施される１つ以上のコンポーネントとして
の治療を含むことができる。心臓治療と不整脈の形態的秩序レベルとの関連付けは、様々
な種類の不整脈を改善するための様々な治療スキームの成功または不成功に関する病歴デ
ータ解析が初期の基準とされてもよい。治療と形態的秩序レベルの関連性のマッピングは
、ＣＲＭ装置によって自動的に行われてもよく、例えば、プログラマを介してＣＲＭ装置
と通信する医師やその他の者によって手動で行われてもよい。
【００２６】
　不整脈発作が心拍数の検査および／または形態解析によって例えば１２０と検出された
場合、不整脈の形態的秩序レベルは１３０であると判定される。形態的秩序レベルに関連
付けられる心臓治療では１４０が実施される。
【００２７】
　異なるレベルの抗頻脈治療プログラミングの原則は、治療の積極性が不整脈の重症度に
比例することである。様々なレベルの不整脈の形態的秩序レベルに対して、ＡＴＰおよび
／またはショック治療コンポーネントの様々な組合せをプログラムすることができる。例
えば、比較的規則正しい不整脈の場合は、心臓治療の治療コンポーネントの順序をＡＴＰ
１→ＡＴＰ２→ＡＰＴ３→電気的除細動→ショックとしてプログラムすることができる。
さらに重度のより無秩序な不整脈の場合は、心臓治療のシーケンスをＡＴＰ１→電気的除
細動→ショックとしてプログラムすることができる。非常に深刻で非常に無秩序な不整脈
の場合は、心臓治療のシーケンスを電気的除細動→ショックとしてプログラムすることが
できる。心臓治療を完全で実効性あるものにするために、エネルギー量を変更した電気的
除細動とショックを使用することができる。上述の例では、ＡＴＰ１およびＡＴＰ２を異
なるパラメータ設定値のＡＴＰとしてもよい。例えば、ＡＴＰ２に、ＡＴＰ１よりも多い
バーストペーシング、短いパルス幅、高いペーシングエネルギーの少なくともいずれかを
持たせてもよい。
【００２８】
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　一部の実施形態では、心臓治療スキームの２つのコンポーネント間で不整脈の再検出を
可能とすることができる。例えば、上述の最初の心臓治療シーケンスにおいて、不整脈の
再検出を、ＡＴＰ１とＡＴＰ２のコンポーネントの間、ＡＴＰ２とＡＴＰ３のコンポーネ
ントの間、ＡＴＰ３と電気的除細動のコンポーネント間、および／または電気的除細動と
ショックのコンポーネント間の少なくともいずれかで実施することができる。一部の実施
形態では、再検出された不整脈を分析してその形態的秩序を判定することができる。最初
に検出された不整脈への処置として実施した心臓治療を修正して、再検出された不整脈の
形態的秩序レベルに関する心臓治療を患者に対して実施するようにすることができる。
【００２９】
　プログラムされた心臓治療の治療コンポーネントのシーケンスには、さほど秩序正しく
ない不整脈のＡＴＰコンポーネントと再検出期間の数に比べて、より秩序正しい不整脈の
方がより多くのＡＴＰコンポーネントと再検出期間が含まれる可能性がある。より秩序正
しい不整脈の方がＡＴＰ治療によって改善されやすい。１回のＡＴＰ試行で不整脈が改善
しなくても、その後のさらなる試行で改善する可能性がある。したがって、より秩序正し
い不整脈を処置するために実施される心臓治療には、多くのＡＴＰコンポーネントを含め
てもよい。装置では、治療によって不整脈が改善されていたかどうかを調べるために２つ
以上のＡＴＰコンポーネント間で再検出期間を有効（可能）にすることができる。不整脈
が改善されていれば、装置はプログラムされた治療について新たなコンポーネントを実施
しない。
【００３０】
　対照的に、不整脈がさほど秩序正しくないか、さほど秩序正しくなくなった場合、ＡＴ
Ｐが効果的である可能性は高くない。したがって、きわめて無秩序な不整脈を改善するた
めのショックを与える前に使用するＡＴＰコンポーネントは少なくなる。使用するＡＴＰ
治療コンポーネントが少ないと、治療の実施中に可能となる再検出期間の数が少なくなる
。
【００３１】
　図２のダイアグラムは、本発明の実施形態に従った形態的秩序レベルと不整脈治療の関
連性マッピングの概念を示す。図２は、例えば、心室細動（ＶＦ）、多形性（多源性）心
室頻脈性不整脈（ＰＶＴ）、単源性心室頻脈性不整脈（ＭＶＴ）、および上室性心室頻脈
性不整脈（ＳＶＴ）を含む様々な種類の不整脈を示す。これらの種類の不整脈は、各々が
１つ以上の形態的秩序レベルに対応する。この例では、形態的秩序レベルは０～５の番号
が付けられており、０は最も秩序正しい不整脈（この場合、ＳＶＴ）を表し、５は最も無
秩序な不整脈（例えば、ＶＦ）を表す。使用する形態的秩序レベルをさらに増やすことも
減らすこともできる。
【００３２】
　秩序レベルを追加すると、不整脈の特定形態的秩序レベルにさらに細かく対応する治療
が提供される。一部の実施形態では、不整脈の形態的秩序レベルを連続値として表すこと
ができる。治療時間、治療エネルギー、治療試行などの治療パラメータを、特定の不整脈
に対応する形態的秩序レベルの値に基づいて調整することができる。
【００３３】
　各形態的秩序レベルは、ＡＴＰ、電気的除細動、またはショックなど、複数の治療コン
ポーネントを含みうる心臓治療に関連付けられている。種々の心臓治療および／または治
療コンポーネントのパラメータは、治療ライブラリ（Ｒｘライブラリ）内のメモリに格納
される。図２に示す特定の例では、各形態的秩序レベルに対応する心臓治療は前回のレベ
ルの心臓治療に依存している。この例では、形態的秩序レベルが高くなると各心臓治療に
新たな治療コンポーネントが追加され、例えば、レベル１はＡＴＰ１に関連付けられ、レ
ベル２はＡＰＴ１→ＡＴＰ２に関連付けられ、レベル３はＡＰＴ１→ＡＴＰ２→ＡＴＰ３
に関連付けられており、以下同様である。他の実施形態では、各形態的レベルに対応する
心臓治療を、前回の形態的秩序レベルの心臓治療に依存しないようにプログラムすること
ができる。例えば、レベル４に関連付けられる心臓治療にはＡＴＰ２→電気的除細動→シ
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ョックを含めることができ、レベル５に関連付けられる心臓治療にはショックコンポーネ
ントのみを含めることができる。治療コンポーネントは、関連する形態的秩序レベルを有
する不整脈を効果的に処置する任意の組合せおよび／または任意の順序で実施されるよう
にプログラムされることができる。
【００３４】
　様々な実施形態において、治療コンポーネントが試行される時間の長さおよび／または
試行される治療コンポーネントの数は、形態的秩序レベルの関数としてプログラムされる
ことができる。各形態的秩序レベルでは、関連付けられる心臓治療には、積極性または有
効性の順序で並べられた一連の治療コンポーネントを含めることもできる。このようなシ
ナリオでは、「探索時間」が各形態的秩序レベルに関連付けられている。特に、さほど重
度でない（より秩序正しい）不整脈を処置する治療は、より重度の（さほど秩序正しくな
い）不整脈を処置する治療よりも、治療ライブラリを探索する長い探索時間を含む可能性
がある。例えば、治療ライブラリ内での探索時間が長くなると、不整脈の改善のために実
施されるＡＴＰ治療コンポーネントが増える可能性がある。図２に示すように、レベル３
の不整脈を処置する治療が１つのＡＴＰ治療コンポーネントしか含まないのに比べ、レベ
ル１の不整脈を処置する治療は３つのＡＴＰ治療コンポーネントを含む。
【００３５】
　加えて、あるいは代替的に、治療コンポーネントまたは一連の治療コンポーネントが試
行される時間の長さは、形態的秩序レベルの関数であってもよい。例えば、形態的秩序レ
ベルがより比較的低い場合（これは秩序正しい不整脈に対応する）、ショックを実施する
前にＡＴＰ治療コンポーネントが、さほど秩序正しくない不整脈（すなわち、より高い形
態的秩序レベルの不整脈）に対して実施される時間に比べて長い時間実施されてよい。よ
り積極的または最も積極的な治療を実施する前に実施する、１つまたは一連のＡＴＰ治療
コンポーネントの中断（タイムアウト）は、より秩序正しい不整脈の場合の方がさほど秩
序正しくない不整脈の場合よりも長くなってよい。例えば、心臓治療の１つ以上のパラメ
ータは、連続変数として表すことのできる形態的秩序レベルに依存してもよい。例えば、
ＣＲＭ装置は形態的秩序レベルに比例した時間だけ、治療コンポーネントシーケンスＡＴ
Ｐ２→ＡＴＰ３を実施するようにプログラムされうる。この時間後に不整脈が改善されな
ければ、ショックなどのより積極的な治療が実施される。
【００３６】
　心臓治療／治療コンポーネントのパラメータ、形態的秩序レベルと心臓治療のマッピン
グの少なくともいずれかは静的であってよく、これは特定の患者にとって各形態的秩序レ
ベルに対応する心臓治療は、それが設定された（例えば、装置内で初期設定されるか、又
は装置プログラマによって設定された）後は不変であるということを意味する。一実施形
態では、治療／治療コンポーネントパラメータ、および形態的秩序レベルと心臓治療の関
連付けは、プログラマを介してＣＲＭ装置と通信する患者の医師によって行われる。プロ
グラマで実行されるユーザインタフェースプログラムによって、医師は、一連のダイアロ
グボックスまたはプロンプトに従ってステップを進め、治療／治療コンポーネントパラメ
ータおよび秩序レベルを治療マッピングに設定することができる。他の実施形態では、関
連性の少なくとも一部分が臨床観察に基づいて決定されたデフォルト（初期設定）値に装
置内で最初にマッピングされ、臨床データの大域的最適化を含んでもよい。デフォルトの
治療パラメータおよび／または関連性のマッピングには、さらに効率の良い治療マッピン
グを創り出すために患者の適応を考慮に入れる場合がある。いったん定められて装置のメ
モリに保存された治療の関連性は、手動で（例えば、医師によって）変更されるまで不変
（静的）に保たれうる。
【００３７】
　他の実施形態では、心臓治療パラメータおよび／または形態的秩序レベルと心臓治療の
間のマッピングは動的であってもよい。治療／治療コンポーネントパラメータおよび治療
の秩序レベルに対する関連性の少なくともいずれかは、最初に前述の静的な場合のように
決定されて装置メモリに保存されうる。不整脈発作を処置するための装置による治療の実
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施中または実施後に、治療の有効性を治療結果に基づいて評価することができる。心臓治
療パラメータおよび関連性のマッピングの少なくともいずれかは、治療効果の評価に基づ
いて修正されうる。例えば、治療が特定の形態的秩序レベルに対して積極的過ぎる場合は
、治療コンポーネントの治療パラメータを変更することができる。すなわち、より積極的
でない異なる治療コンポーネントを形態的秩序レベルにマッピングすることができる。治
療が不整脈をタイミング良く改善できるほど積極的でなければ、より積極的な治療が実施
されるように治療パラメータおよび形態的秩序レベルの治療に対するマッピングの少なく
ともいずれかを修正することができる。過去の成功に基づいて適合する頻脈性不整脈治療
を実施するための様々な方法とシステムが、本願と所有者が共通する、米国特許第６，８
０１，８０６号に記載されており、その態様を本明細書に示された実施形態において利用
することができる。
【００３８】
　一部の実施形態では、装置に、心臓治療パラメータおよび形態的秩序レベルと心臓治療
の関連性のマッピングの少なくともいずれかを設定するための動的修正処理を行う回路を
含むことができる。心臓治療パラメータおよび／または秩序レベルと治療とのマッピング
の動的修正は、不整脈発作の間およびその後の少なくともいずれかに実施されうる。一部
のシナリオでは、装置は、現在発症している不整脈発作を改善するために、治療中にパラ
メータとマッピングを自動的に変更することができる。一部のシナリオでは、不整脈から
正常な心調律への改善に伴い、治療パラメータの修正および／マッピングを遡及的に適用
してもよい。例えば、装置は、不整脈が止まった後に治療シーケンスの有効性を評価して
、それが治療パラメータおよび／またはマッピングを修正する最良の方法であったかどう
か、或いはどのように最良の方法とできるかを判断することができる。
【００３９】
　図３のフローチャートは、図２に関連して説明された多段階治療の動的修正の処理を示
す。前述のように、形態的秩序レベルは最初に、医師の入力および／またはデフォルト値
に基づいて心臓治療に関連付けることができる。治療コンポーネントシーケンス、タイム
アウト間隔、探索時間、バーストレート、ペースおよび／またはショックエネルギーレベ
ル、およびその他のパラメータの少なくとも一つを含む、初期の心臓治療／治療コンポー
ネントパラメータが、最初に設定されうる。
【００４０】
　不整脈発作が検出されると、不整脈の形態的秩序レベルが判定される（３２０）。形態
的秩序レベルの判定の前または最中に、不整脈は処置を必要としない不整脈に分類される
こともある。図２に示す例では、心室性頻脈性不整脈は５つの形態的秩序レベルに分類さ
れている。心房を起源とする不整脈（ＳＶＴ）は、治療実施不要に関連付けられるゼロの
形態的秩序レベルに分類される。ＶＴまたはＳＶＴのような不整脈は、任意の間隔ベース
または形態ベースの手法によって初期の分類が可能である。
【００４１】
　不整脈発作の形態的秩序は、１つの手法もしくは複数の手法の組合せによる評価が可能
である。例えば、形態的秩序は感知された不整脈発作の心電図（エレクトグラム）信号を
解析することによって評価されることができる。心電図信号の解析には、心電図信号の心
拍の形態的規則性３２２の判定を含んでよい。他の実施形態では、形態的秩序レベルは、
心電図信号に関連付けられるエントロピー３２４、もしくはデータ分布の他の尺度に基づ
いて評価されることができる。血行動態の安定性３２６は、心電図信号の形態的安定性と
の相関があるため、形態的秩序レベルの判定に利用されうる。心電図の形態的秩序レベル
を判定する他の尺度３２８も、代替的または追加的に使用されうる。
【００４２】
　一部の実施形態では、前述したうちの単一の手法が、不整脈発作の形態的秩序レベルを
判定するために実施されてよい。他の実施形態では、複数の手法を組み合わせて使用する
ことができる。複数の手法を使用する場合は、不整脈発作の形態的秩序レベルは、例えば
、多数決または加重平均など、任意のデータ融合の手法の結果を組み合わせることによっ
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て判定されうる。
【００４３】
　形態的秩序レベルの判定に続いて、秩序レベルに関連付けられる治療スキームの最初の
治療コンポーネントが実施される（３３０）。再検出期間が治療コンポーネントの実施に
引き続いてもよい。不整脈が改善されると（３５０）、治療パラメータおよび／または関
連性が修正されうる（３７０）。不整脈が改善されなければ（３５０）、治療スキームの
治療コンポーネントが追加的に適用される。
【００４４】
　不整脈を改善するための治療の成功または不成功に基づいて、治療パラメータおよび／
または関連性を修正することができる。例えば、治療によって不整脈が改善されなかった
場合、形態的秩序レベル／治療の関連性は形態的秩序レベルがより積極的な治療に関連付
けられるように変更されうる。他方、治療が不整脈の改善に大成功を収めた場合、例えば
、不整脈が最初の治療コンポーネントによって改善された場合、形態的秩序レベル／治療
の関連性は、形態的秩序レベルがさほど積極的でない治療に関連付けられるように再マッ
ピングされうる。大成功の治療の場合、装置の寿命を延ばすとともに患者の快適性を高め
るために、より積極的でない治療を実施するよう、秩序レベル／治療の関連性の再マッピ
ングを試行することができる。形態的秩序レベル／治療の関連性の修正に加え、例えば、
１つ以上の治療コンポーネントのバーストレート、刺激エネルギー、実施時間などの、１
つ以上の治療パラメータをも修正することもできる。
【００４５】
　図３の要素３２０に関連して既に説明したように、不整脈発作の形態的秩序レベルを判
定するために、種々の処理を実施することができる。一実施形態では、心電図信号の形態
的規則性３２２を、不整脈発作における類似した心拍の数に基づいて判定することができ
る。この実施形態は、図４Ａと図４Ｂのフローチャートで示されている。不整脈発作にお
ける類似した心拍の数は、各形態的秩序レベルに関連付けられる閾値と比較される。
【００４６】
　図４Ａは、不整脈発作における類似した心拍の数の判定方法を示す。最初の不整脈発作
心拍の１つ以上の特性（Ｂ１で示す）が抽出される（４０５）。抽出されたＢ１の特性は
、心臓テンプレートの生成（４１０）に使用される。心臓テンプレートは、タイミングお
よび／またはレート情報、ＱＲＳ幅、Ｔ波振幅、Ｑ波振幅、ＱＴ間隔、Ｒ－Ｒ間隔、間隔
統計量、または心臓波形とテンプレートの対応の判定に有用なその他の間隔または属性を
含む（ただし、これらに限定されない）、感知された心拍信号の種々の属性および／また
は属性の範囲などの、波形から得られる代表波形および／または情報を含んでよい。この
具体例では、心臓波形のテンプレートは、特定心拍形態を表わす１つ以上の心臓波形特性
を識別することによって生成される。この特定波形の特性は、臨界点、有意点、曲率、局
所的極値、変曲点、立上りまたは立下り時間、傾斜、基線よりも上および／または下の面
積、および周波数および／またはウェーブレット係数などの形態的特性を含む場合がある
。
【００４７】
　次の心拍Ｂｎが検出され、特性が抽出される（４１５）。Ｂｎの特性は、最初の心拍か
ら生成されたテンプレートと比較され（４２０）、テンプレート特性に対するＢｎ特性の
類似性が判定される。例えば、テンプレートに対する心拍の類似性は、特性相関係数（Ｆ
ＣＣ）を用いて表されることができる。相関係数の計算に基づいて発作心拍と心臓テンプ
レート心拍の類似性を判定する方法およびシステムが、本願と所有者が共通する、２００
３年９月３０日出願の米国特許出願番号第１０／９５５，８３１号に記載されている。心
拍とテンプレートの類似性は、例えば、ＦＣＣが予め定められた数（例えば、約０．９）
よりも大きい場合に確認されうる。
【００４８】
　Ｂｎがテンプレートに類似している場合（４２５）、テンプレートのカウンタがインク
リメントされる（４３５）。ＢｎがテンプレートＴ１に類似していない場合（４２５）、
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別のテンプレートがＢｎの特性に基づいて生成される（４５０）。この処理は、ブロック
４１５～４５５に示されるように、次の発作心拍（４４５、４２０）を前に生成されたテ
ンプレート（４４０）と比較し、心拍が前に生成されたテンプレートのいずれかに類似し
ていなければ新たなテンプレートを生成する（４５０）ことによって続く。心拍がテンプ
レートに類似している場合はその都度テンプレートのカウンタがインクリメントされる。
いずれかの心拍が既存のテンプレートに一致する場合、そのテンプレートのカウンタがイ
ンクリメントされる（４３５）。最終的に、不整脈発作のうちから十分な数の心拍サンプ
ル、もしくは代表的な心拍サンプルが評価され（４５５、４５６）、例えばカウンタ値お
よび／または生成されたテンプレートの数などに基づいて形態的秩序レベルが判定される
ことができる（４６０）。
【００４９】
　図４Ｂは、本発明の実施形態に従って、不整脈発作の類似心拍数に基づいて形態的秩序
レベルを判定する処理を示す。この処理は、各形態的秩序レベルに対する類似心拍の閾値
尺度に対応する複数の閾値に基づいている。閾値は、例えば、心拍のパーセンテージとし
て、または予め定められた心拍数（例えば、ｙ心拍のうちのｘ）として、または生成され
た区別可能なテンプレート数として、または他の何らかの便利な形式で表されうる。
【００５０】
　図４Ａに関連して説明した処理から得られた最高カウンタ値は、不整脈発作における最
大の類似心拍数を表す。この値は、例えば、パーセンテージまたは他の尺度に変換されう
る。類似心拍数の尺度が決定され（求められ）（４０５）、各形態的秩序レベルに対応す
る閾値と比較される（４１０、４２０、４３０、４４０）。類似心拍数の尺度が特定形態
的秩序レベルに対応する閾値と整合する場合は、不整脈発作がその形態的秩序レベルを有
するものとして分類される（４１５、４２５、４３５、４４５、４５５）。この例におい
て１の形態的秩序レベルに対応する非常に秩序正しい不整脈は、最大もしくは最高パーセ
ンテージの類似心拍数を有する。この例において５の形態的秩序レベルに対応する最も無
秩序な不整脈は、最小もしくは最低パーセンテージの類似心拍数を有する。
【００５１】
　他の例では、発作心拍の形態的規則性は、テンプレートの心拍特性の拡散度を計算する
ことによって判定されてもよい。形態的秩序レベルは、図５のフローチャートに示すよう
に、心拍特性の拡散度に基づいて判定されてよい。不整脈心拍が検出され、テンプレート
との比較のために心拍特性が抽出される（５０５）。この例では、特性相関係数（ＦＣＣ
）を計算することによって各心拍がテンプレートと比較される（５１０）が、他の類似性
尺度を使用してもよい。メジアンＦＣＣおよびＦＣＣの拡散度が求められる（５１５）。
メジアンＦＣＣは、形態的秩序レベルの判定に使用される不整脈発作の全心拍に対するＦ
ＣＣの中央値である。ＦＣＣの拡散度は、メジアンＦＣＣに中心を置くウィンドウ内にあ
るＦＣＣ値の数である。
【００５２】
　形態的秩序レベルは各秩序レベルに関連付けられたＦＣＣの拡散度閾値に基づいて判定
される。ＦＣＣの拡散度は、各形態的秩序レベルに対応する閾値と比較される（５２０、
５３０、５４０、５５０）。ＦＣＣの拡散度が特定の形態的秩序レベルに対応する閾値と
整合する場合は、不整脈発作はその形態的秩序レベルを有するものとして分類される（５
２５、５３５、５４５、５５５、５６５）。この例で１の形態的秩序レベルに対応する非
常に秩序正しい不整脈は、メジアンＦＣＣに中心を置くウィンドウ内に有するＦＣＣ値数
の最大数に対応する最大のＦＦＣの拡散度を有する。この例で５の形態的秩序レベルに対
応する最も無秩序な不整脈は、メジアンＦＣＣに中心を置くウィンドウ内に有するＦＣＣ
値を有する心拍数の最小数に対応する最小ＦＣＣを有する。本明細書に説明するような形
態的規則性を判定する方法とシステムは、本願と所有者が共通する、米国特許出願番号第
１１／０３８，９９６号にさらに詳しく記載されている。
【００５３】
　一部の実施形態では、不整脈の形態的秩序レベルは、不整脈発作の心電図信号の複雑性
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量化されることができる。サンプルエントロピーは、信号またはシステムの複雑性または
不規則性の統計的尺度である。より小さいサンプルエントロピーは、より低度の不規則性
もしくはより高度の複雑性を示す。より大きいサンプルエントロピーは、より高度の複雑
性を示す。生理学的信号解析におけるサンプルエントロピーの使用例が、Ｌａｋｅらによ
る、Ａｍ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｒｅｇｕｌ．Ｉｎｔｅｇｒ．Ｃｏｍｐ．Ｐｈｙｓｉｏｌ
．，２８３：Ｒ７８９～９７（２００２）、およびＲｉｃｈｍａｎらによる、Ａｍ．Ｊ．
Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｈｅａｒｔ　Ｃｉｒｃ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．，２７８：Ｈ２０３９～４９
（２０００）に記載されている。
【００５４】
　サンプルエントロピーは、一定の時間にわたって記録される信号に対して計算され、そ
の信号の不規則性の程度または複雑性の程度を示すことができる。この信号は、ｎ個のサ
ンプルｕ（１）、ｕ（２）、ｕ（３）、．．．ｕ（ｎ）の配列にデジタル化される。一実
施形態では、この配列はスカラーの配列である。すなわち、各サンプルはスカラーである
。他の実施形態では、この配列はベクトルの配列である。すなわち、各サンプルｕ（ｉ）
はｐ個のスカラーのベクトル、ｕ（ｉ）＝［ｕ1（ｉ）、ｕ2（ｉ）、ｕ3（ｉ）、．．．
ｕp（ｉ）］である。サンプルエントロピーについての以下の考察は、ｎ個のサンプルが
１組のスカラー、または１組のベクトルである場合に適用される。
【００５５】
　サンプルの配列はｎ－ｍ＋１の信号セグメントに分割され、各セグメントはｍ個のサン
プルを含み、ｘm（ｉ）＝［ｕ（ｉ）、ｕ（ｉ＋１）、．．．ｕ（ｉ＋ｍ－１）］で示さ
れる。ここで、１≦ｉ≦（ｎ－ｍ＋１）であり、ｍはｎよりも小さい数で各信号セグメン
トの長さを表す。ｘm（ｊ）とｘm（ｉ）の間のベクトルマッチングスコアＤm（ｉ、ｊ）
（ただし、ｊ≠ｉ）は２つの信号セグメントの類似性の尺度であり、次のように表わすこ
とができる。

【数１】

【００５６】
　ここで、Ｌは、信号セグメントｘm（ｊ）およびｘm（ｉ）の対応するコンポーネント間
の最大差であり、これは次式で示される。
【００５７】

【数２】

【００５８】
　ｒは閾値である。一実施形態では、パラメータｎ、ｍ、およびｒは各々実験的に決定さ
れる。Ｌは信号セグメントｘm（ｊ）とｘm（ｉ）の間の類似性を示す。一実施形態では、
サンプルエントロピーは次式で示される。
【００５９】
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【数３】

　ここで、
【数４】

【００６０】
　一実施形態では、ＳａｍｐＥｎは、一定時間にわたって記録される信号の形態的な不規
則性または複雑性の程度を示すために使用されるパラメータである。ＳａｍｐＥｎは、不
整脈発作の形態的秩序レベルを判定するために、形態的秩序レベル１、２、３、．．．に
それぞれ対応する複数の所定のエントロピー閾値θ1、θ2、θ3、．．．と比較される。
他の実施形態では、Γが、ある時間に亘って記録される信号の形態的な不規則性または複
雑性の程度を示すために使用されるパラメータである。Γは、不整脈発作の形態的秩序レ
ベルを判定するために、形態的秩序レベル１、２、３、．．．にそれぞれ対応する複数の
所定のエントロピー閾値γ1、γ2、γ3、．．．と比較される。
【００６１】
　一部の実施形態では、不整脈発作の形態的秩序レベルは、周期に基づくエレクトログラ
ム信号の不規則性の解析にＳａｍｐＥｎまたはΓを使用することに基づいて判定される。
他の実施形態では、不整脈発作の形態的秩序レベルは、エレクトログラムの形態的複雑性
の解析にＳａｍｐＥｎまたはΓを使用することに基づく。さらに他の実施形態では、不整
脈発作の形態的秩序レベルは、エレクトログラム信号の周期の不規則性に関するエントロ
ピーの解析と、エレクトログラム信号の形態的な複雑性に関するエントロピーの解析の両
方に基づいて判定される。周期不規則性および／または形態的複雑性によってエレクトロ
グラム信号の形態的な複雑性を解析するためにエントロピー尺度を使用することは、本願
と所有者が共通する、米国特許出願番号第１１／１５１，１０２号に詳しく記載されてい
る。
【００６２】
　一実施形態では、形態的秩序は、血行動態センサ信号を使用して推測されることができ
る。これらのセンサの実例として、インピーダンスセンサ、圧力センサ、心音センサ、酸
素飽和度センサ、活性センサなどが挙げられる。血行動態センサを使用するときは、形態
的秩序判定を必ずしもセンサ信号の継続的な記録に基づいて行わなくてもよい。形態的秩
序は、頻脈性不整脈の際に血行動態の悪化の特性を特徴化し定量化することができる血行
動態センサ信号の信号形態から抽出されたパラメータから判定されうる。例えば、圧力セ
ンサを使用する場合、平均値（指定された期間にわたって計算されたもの）、圧力の変動
、圧力の時間微分（ｄＰ／ｄｔ）、および／または他の特性などのパラメータを、圧力セ
ンサ信号から抽出または計算することができる。この後、これらの特性の値は、不整脈の
形態的秩序レベルを判定するために、正常洞調律の間に判定することができるそれぞれの
閾値と比較される。
【００６３】
　一実施形態では、血行動態センサ信号は、心電信号センサとともに使用されうる。血行
動態センサを、心電図記録（ＥＣＧ）またはエレクトログラム（ＥＧＭ）などの心臓電気
活性センサとともに使用するときは、ＥＣＧまたはＧＥＭのみを用い、エントロピーやそ
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の他の形態的規則性尺度などの方法を使用して形態的秩序をまず決定することができる。
初期の形態的秩序をＥＣＧまたはＧＥＭから判定した後、１つ以上の血行動態センサ信号
を使って血行動態の安定性を判定することができる。１つ以上の血行動態センサ信号を使
って判定された安定性に基づいて、あらかじめＥＣＧ／ＥＧＭのみから判定された初期の
形態的秩序レベルを調整することができる。
【００６４】
　心不整脈の検出と処置に関連した血行動態センサの使用例が、米国特許第５，３３０，
５０５号（心臓治療の調整に使用される心電センサおよび／または血行動態センサの使用
を記載）、米国特許第４，８６５，０３６号（頻脈性不整脈を確認するための心臓内イピ
ーダンスセンサによって測定される前駆出期の使用を記載）、米国特許第５，１７６，１
３７号（酸素飽和度レベルに部分的に基づく不安定な頻脈性不整脈の診断を記載）、およ
び米国特許第５，５５４，１７７号（心臓治療を調整するための心音センサの使用を記載
）に記載されている。これらの特許の技術は、本明細書に示す本発明の実施形態によって
例示された、不整脈の形態的秩序に基づく自動多段階治療の方法およびシステムとともに
使用されうる。
【００６５】
　本明細書に示す本システムの実施形態は、一般に、患者体内のＣＲＭ装置で実施されて
いるものとして説明されており、ＣＲＭ装置は頻脈性不整脈の処置としての多段階治療を
検出して治療することが可能である。様々な種類の単一および複数のチャンバ型ＣＲＭ装
置が、頻脈性不整脈治療に加え、当技術分野で既知のように多くのペーシング治療を実施
するために使用されうる。
【００６６】
　本開示において説明する構成、特性、および特性の組合せは、幅広い植込み型または体
外医療機器において実施可能であり、このような実施形態および特性は本明細書で説明す
る特定の装置に限定されないことが理解される。本明細書で説明するシステムと方法は、
例えば、除細動器、心臓除細動器、ペースメーカ、心拍モニタ、および心臓再同期装置な
ど、種々の植込み型または体外診断および／または治療用心臓装置において実施されうる
。
【００６７】
　本システムはマイクロプロセッサベースの構成を有する植込み型心臓除細動器に関連し
て説明されているが、植込み型心臓除細動器（または、他の装置）は必要に応じて任意の
ロジックベースの集積回路構成を使用して実施されうることが理解される。
【００６８】
　一実施形態では、ＣＲＭ装置は、本発明の原理に従った方法により、エレクトログラム
信号の形態的秩序に基づいて心拍信号を処理し多段階治療を実施するように動作する単一
チャンバ（室）型装置として構成される植込み型心臓除細動器／除細動器である。他の実
施形態では、ＣＲＭ装置は、２チャンバ（室）型装置として構成される植込み型心臓除細
動器／除細動器である。さらに他の実施形態では、ＣＲＭ装置は、うっ血性心不全（ＣＨ
Ｆ）の処置に使用される心臓再同期装置のように、複数の心腔（例えば、心臓の両心室）
に対する電気刺激を感知および／または供給するように構成される植込み型心臓除細動器
／除細動器である。
【００６９】
　ここで図面の図６を参照すると、本発明の頻脈性不整脈治療の選択方法を実施するため
に使用可能な心調律管理システムの一実施形態が示されている。図６の心調律管理システ
ムは、電気的および物理的にリード線システム１１０に結合されるパルス発生器（ＰＧ）
１００を含む。ＰＧ１００のハウジングおよび／またはヘッダには、心臓に電気刺激エネ
ルギーを供給し心臓電気活動を感知するために使用される、１つ以上の電極１０８、１０
９を組み入れることができる。ＰＧ１００のＰＧハウジングの全部または一部は、缶電極
１０９として利用しうる。ＰＧ１００では、例えば、ＰＧ１００のヘッダまたはハウジン
グ上に不関電極１９８が配置されていてもよい。ＰＧ１００は缶電極１０９および不関電
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極１９８の両方を含む場合、電極１９８、１０９は、通常、互いに絶縁されている。
【００７０】
　リード線システム１１０は、心臓１９０にから生じる心臓電気信号を検出し、心不整脈
を処置するために一定条件下で心臓１９０に電気的エネルギーを供給するために使用され
る。リード線システム１１０は、ペーシング、感知、よび電気的除細動／除細動の少なく
ともいずれかに使用される１個または複数個の電極を含んでもよい。図６に示す実施形態
では、リード線システム１１０は、心臓内右心室（ＲＶ）リード線システム１０４、心臓
内右心房（ＲＡ）リード線システム１０５、心臓内左心室（ＬＶ）リード線システム１０
６、および心臓内左心房（ＬＡ）リード線システム１０８を含む。図６のリード線システ
ム１１０は、本明細書で説明する多段階頻脈性不整脈の治療法に関連して使用されうる一
実施形態を示す。他のリード線および／電極が、追加的または代替的に使用されてもよい
。
【００７１】
　リード線システム１１０は、人体に植え込まれた心臓内リード線１０４、１０５、１０
６を含んでもよく、心臓内リード線１０４、１０５、１０６の一部分が心臓１９０に挿入
される。心臓内リード線１０４、１０５、１０６は、心臓の電気活動を感知すると共に、
例えば心臓の様々な不整脈を処置するペーシングパルスおよび／または除細動ショックな
ど、電気刺激エネルギーを心臓に供給するために、心臓内に配置可能な種々の電極を包む
。
【００７２】
　図６に示すように、リード線システム１１０は、１つ以上の心腔を感知および／または
ペーシングするために心臓外の場所に配置される、例えば心外膜電極などの電極を有する
１つ以上の心臓外リード線１０８を含んでもよい。
【００７３】
　図６に示す右心室リード線システム１０４は、ＳＶＣコイル１１６、ＲＶコイル１１４
、ＲＶリング電極１１１、およびＲＶ端部電極１１２を含む。右心室リード線システム１
０４は、右心房１２０を通って右心室１１９の中に延出する。特に、ＲＶ端部電極１１２
、ＲＶリング電極１１１、およびＲＶコイル電極１１４は、心臓に対する電気刺激パルス
を感知し供給するために、右心室内の適所に配置される。ＳＶＣコイル１１６は、心臓１
９０の右心房心腔内の適所、または心臓１９０の右心房心腔につながる大静脈に配置され
る。
【００７４】
　一つの構造では、缶電極１０９を基準とする（に接続する）ＲＶ端部電極１１２は、右
心室内の単極ペーシングおよび／または感知を実施するために使用されうる。右心室内の
双極ペーシングおよび／または感知は、ＲＶ端部１１２およびＲＶリング１１１の両電極
を使って実施されうる。ＲＶリング１１１電極は任意選択的に省くことができ、双極ペー
シングおよび／または感知は、例えば、ＲＶ端部電極１１２およびＲＶコイル１１４を使
って実現されうる。ＲＶ内のセンシングは、端部－リングベクトル（経路）およびＲＶコ
イル－ＳＶＣコイル、またはＲＶコイル－缶ベクトルに電気的に結合されるＳＶＣコイル
を含んでよい。右心室リード線システム１０４は、一体構成の双極ペース／ショックリー
ド線として構成されうる。ＲＶコイル１１４およびＳＶＣコイル１１６は除細動電極であ
る。
【００７５】
　左心室リード線１０６は、左心室のペーシングおよび／または感知用に左心室内または
その近くの適所に設置されたＬＶ先端電極１１３およびＬＶ近位電極１１７を含む。左心
室リード線１０６は、上大静脈を経由して心臓の右心房の中に導くことができる。左心室
リード線１０６は、右心房から冠静脈洞入口部（冠静脈洞の開口部）の中に配置すること
ができる。リード線１０６は、冠状静脈洞を通って左心室の冠状静脈１２４に導くことが
できる。この静脈は、心臓の右側からは直接アクセスできない左心室の表面にリード線が
届くようにするためのアクセス経路として使用される。左心室リード線１０６の配置は、
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鎖骨下静脈経路と、左心室に隣接するＬＶ電極１１３、１１７の挿入用に予め形成した案
内カテーテルとによって達成されうる。
【００７６】
　左心室内の単極ペーシングおよび／または感知は、例えば、缶電極１０９を基準とする
（に接続する）ＬＶ先端電極１１３を使って実施されうる。ＬＶ先端電極１１３およびＬ
Ｖ近位電極１１７は、左心室用の双極センスおよび／またはペース電極として併用されう
る。左心室リード線１０６および右心室リード線１０４を、ＰＧ１００と併用することに
よって、心臓の心室がほぼ同期歩調を取って、もしくは段階を追ってペーシングするよう
な心臓再同期療法を提供することで、慢性心不全患者の心臓ポンプ効率が高まるような心
臓再同期療法を提供することができる。
【００７７】
　右心房リード線１０５は、右心房の感知およびペーシングのために右心房内の適所に配
置されるＲＡ端部電極１５６およびＲＡリング電極１５４を含む。ある構成では、例えば
、缶電極１０９を基準とする（に接続する）ＲＡ端部１５６を使用することによって、右
心房１２０内で単極ペーシングおよび／または感知を行うことができる。また別の構成で
は、ＲＡ端部電極１５６およびＲＡリング電極１５４を使用することによって、双極ペー
シングおよび／または感知を行うことができる。
【００７８】
　図６は、左心房リード線システム１０８の一実施形態を示す。この例では、左心房リー
ド線１０８は、左心房の感知およびペーシング用に心臓１９０の外部の適所に配置される
ＬＡ先端電極１１８を有する心臓外リード線として実装される。左心房の単極ペーシング
および／または感知は、例えば、缶１０９ペーシングベクトルに対してＬＡ先端電極１１
８を使って達成され得る。左心房リード線１０８には、左心房の双極ペーシングおよび／
または感知を実施するために使用する電極を追加することができる。
【００７９】
　ここで図７を参照すると、本発明の多段階頻脈性不整脈療法の実施に適するＰＧ２６０
を採用したＣＲＭ装置２００の実施形態のブロック図が示されている。図７は、機能ブロ
ックに分割されたＣＲＭ装置２００を示している。これらの機能ブロックの可能な配置に
は多くの構成が考えられる。図７に示す例は、考えられる１つの機能配置である。ＣＲＭ
装置２００は、心臓から心拍信号を受信し、ペースパルスまたは心臓除細動／除細動パル
スの形態の電気エネルギーを心臓に供給する回路を含む。
【００８０】
　図６に関連して前述したように、心臓電極が心臓組織に電気的に結合されるように心臓
リード線システム２１０を植え込むことができる。リード線システム２１０の心臓電極は
、心臓の電気的活動に関連した心拍信号を感知する。感知された心拍信号は、リード線シ
ステム２１０を経由してＰＧ２６０に伝送されることができる。心臓電極およびリード線
システム２１０を使用することによって、ＰＧ２６０が発生させる電気刺激を心臓に供給
して種々の心不整脈を軽減することができる。ＰＧ２６０を心臓電極およびリード線シス
テム２１０と組み合わせることによって、心拍信号を検出し、治療用の電気刺激を、例え
ば、左右心室および左右心房のいずれかに供給することができる。例えば、ＰＧ２６０は
、本発明の多段階頻脈性不整脈治療に従って、ＡＴＰ、電気的除細動、および／または除
細動ショックをリード線システム２１０経由で心臓に供給することができる。ＰＧ２６０
のハウジングに結合される缶電極２０５をさらに使用すると、心拍信号を感知し、心臓に
電気刺激を供給することができる。
【００８１】
　一実施形態では、ＰＧ回路２０１は人体への植込みに適した密閉型ハウジングに格納さ
れている。電源は、ＰＧ２６０内に収納された電気化学バッテリ２３０から供給される。
一実施形態では、ＰＧ回路２０１は、制御システム２５０、ＥＧＭ感知回路２２０、およ
び頻脈性不整脈治療回路２１５を含むプログラム可能なマイクロプロセッサベースのシス
テムで、頻脈性不整脈治療回路２１５はペーシングおよびショック治療コンポーネントを
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含んでもよい。また、ＰＧ回路２０１はメモリ２４０を含んでもよい。メモリ２４０を使
用して、ある種の不整脈の心拍信号の形態的秩序レベルと不整脈を処置する治療との関連
付けを含む治療ライブラリ２４１を保存することができる。メモリ２４０を使用して、治
療と治療コンポーネントのパラメータ、および他のパラメータおよび／またはデータを保
存することができる。メモリ２４０に保存されたパラメータおよびデータは、内部（オン
ボード）での様々な目的で使用するか、または必要に応じて外部プログラマユニット２４
５またはその他の患者体外装置へテレメトリ（遠隔測定）により伝送されるか、あるいは
これら両方が可能である。
【００８２】
　一実施形態では、ＰＧ回路２０１は、１つ以上の血行動態センサ２１１の動作のために
ドライブ／感知回路２２１を内蔵しうる。センサ回路２１１、２２１が生成される信号は
、前述のように、不整脈の形態的秩序レベルの判定に使用可能である。
【００８３】
　制御システム２５０を使用して、頻脈性不整脈治療回路２１５、エレクトログラム感知
回路２２０を含む、ＰＧ２６０の種々のサブシステムを制御することができる。また、制
御システム２５０には、本発明の実施形態に従ったエレクトログラムの形態的秩序の判定
に使用される１つ以上のテンプレートを提供または処理するためのテンプレート回路を含
むことができる。
【００８４】
　通信回路２３５によって、ＰＧ２６０は外部プログラム可能ユニット２４５および／ま
たは１以上のその他の患者体外システムとの通信が可能である。一実施形態では、通信回
路２３５およびプログラム可能ユニット２４５は、ワイヤーループアンテナおよび無線周
波数テレメトリリンクを使用して、プログラム可能ユニット２４５および通信回路２３５
の間で信号とデータの送受信を行う。こうして、植込み中と植込み後にプログラミングさ
れたコマンドがプログラマ２４５からＰＧ２６０に転送されうる。さらに、保存された心
臓データは、例えば、ＰＧ２６０からプログラム可能ユニット２４５に転送されうる。
【００８５】
　感知回路２２０は、心臓電極２１０で感知された心拍信号を検出する。感知回路は、ア
ンプ、フィルタ、Ａ／Ｄコンバータ、およびその他の信号処理回路などを内蔵してもよい
。感知回路によって処理される心拍信号は、制御システム２５０、不整脈検出器２５４、
および形態的秩序プロセッサ（ＭＯＰ）２５６に伝送することができる。
【００８６】
　不整脈検出器２５４は、例えば、エレクトログラム信号の心拍数および／または形態を
評価することによって、不整脈の存在を検出する。ＭＯＰ２５６は不整脈発作の形態的秩
序レベルの判定に関連する様々な処理を行う。例えば、ＭＯＰ２５６は、図３、４Ａ、４
Ｂ、および５のフローチャートに記載した処理を行うことができる。ＭＯＰ２５６は、ハ
ードウェア、ソフトウェア、および／またはファームウェアの実装形態を含んでもよい。
【００８７】
　ＭＯＰ２５６はエレクトログラムの感知回路および／またはセンサ回路からの信号を解
析し、検出された不整脈発作の形態的秩序レベルを判定する。例えば、ＭＯＰ２５６は、
心電図信号を評価して信号の形態的規則性を判定することができる。ＭＯＰ２５６は、代
替的または追加的に心電図信号を解析し、信号のエントロピー、例えば不規則性および／
または複雑性を判定することができる。さらに、ＭＯＰ２５６は、代替的または追加的に
１つ以上の血行動態センサ２１１から得られた信号を解析し、不整脈発作の血行動態の安
定性を判定することができる。ＭＯＰ２５６は、エレクトログラムおよび／またはセンサ
信号の解析に基づいて不整脈の形態的秩序レベルを判定する。
【００８８】
　不整脈発作の形態的秩序レベルに基づいて、ＭＯＰ２５６は、治療ライブラリ２４１に
アクセスし、不整脈の形態的秩序レベルに関連付けられる治療を識別する。頻脈性不整脈
治療回路２１５は、識別された治療の実施を制御する。ＭＯＰ２５６は、治療パラメータ
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正をすることができる。例えば、ＭＯＰ２５６は、前述のように、実施された治療の成功
または不成功に基づいて、治療および／または治療パラメータに対する形態的秩序レベル
の関連性を修正することができる。新たなパラメータおよび／または関連性は、治療ライ
ブラリ２４１に保存される。
【００８９】
　本明細書で前述した好ましい実施形態には、本発明の要旨を逸脱しない範囲で様々な修
正と追加を行うことができる。したがって、本発明の範囲は冒頭に示した特許請求の範囲
によってのみ定められるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の実施形態による、不整脈の形態的秩序に基づいて多段階治療を実施する
方法を示すフローチャートである。
【図２】本発明の実施形態による、形態的秩序レベルと不整脈治療の関連性のマッピング
概念を示す図である。
【図３】本発明の実施形態による、多段階治療の動的修正のプロセスを示すフローチャー
トである。
【図４Ａ】本発明の実施形態による、不整脈発作における形態的に類似した心拍数を判定
する方法を示す。
【図４Ｂ】本発明の実施形態による、不整脈発作の類似した心拍数に基づいて形態的秩序
レベルを判定するプロセスを示す。
【図５】本発明の実施形態による、心拍特性の拡散度に基づいて形態的秩序レベルを判定
するプロセスを示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態による、不整脈の形態的秩序レベルに基づいて多段階治療を実
施するために使用可能な植え込み型医療装置の一実施形態の部分図である。
【図７】本発明の実施形態による、不整脈の形態的秩序レベルに基づいて多段階治療を実
施するために使用可能な植え込み型医療装置の機能コンポーネントを示すブロック図であ
る。



(18) JP 5180828 B2 2013.4.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４Ａ】



(19) JP 5180828 B2 2013.4.10

【図４Ｂ】 【図５】

【図６】 【図７】



(20) JP 5180828 B2 2013.4.10

10

フロントページの続き

(72)発明者  リー、ダン
            アメリカ合衆国　５５１２６　ミネソタ州　ショアビュー　ビッキー　レーン　５４８

    審査官  森林　宏和

(56)参考文献  国際公開第０２／０２４２７６（ＷＯ，Ａ１）
              欧州特許出願公開第００２５３５０５（ＥＰ，Ａ１）
              欧州特許出願公開第００４６７６９５（ＥＰ，Ａ１）
              米国特許出願公開第２００４／０１７１９５９（ＵＳ，Ａ１）
              米国特許第０４７７４９５０（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61N   1/00 - 1/44


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

