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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に適用された併用電気療法を検出するためのシステムであって、
　患者に埋め込まれるように構成され、かつ複数の電気療法パルスを含む併用電気療法を
検出するように構成された埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）、を含み、
　前記ＩＭＤは、
　前記併用電気療法における前記療法パルスの少なくとも１つの特徴を含むストレージと
、
　電気パルスを検出するように構成され、かつ該検出された電気パルスの少なくとも１つ
の特徴を抽出するのに用いるための併用療法検出回路と、
　前記検出された電気パルスの前記少なくとも１つの特徴を、前記療法パルスの前記少な
くとも１つの格納された特徴と比較し、かつ該検出された電気パルスの該少なくとも１つ
の特徴が該療法パルスの該少なくとも１つの格納された特徴と比較して勝る場合に前記併
用療法が前記患者に適用中であることを示すように構成されたコントローラと、を含む、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記併用療法検出回路は、前記検出された電気パルスを変形信号に変形するように構成
された高周波フィルタを含み、
　前記変形信号は、前記検出された電気パルスの立ち上がり又は立ち下がりに対応するパ
ルスを含む、
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　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記併用療法検出回路は、前記検出された電気パルスのパルス幅を抽出するように構成
されることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記併用療法検出回路は、前記検出された電気パルスのパルス周波数を抽出するように
構成されることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ストレージは、前記患者に適用される可能性がある複数の潜在的併用電気療法に関
する少なくとも１つのパルス特徴のデータベースを含むことを特徴とする請求項１から請
求項４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記患者に適用される可能性がある複数の潜在的併用電気療法に関する少なくとも１つ
のパルス特徴の外部データベースと、
　前記外部データベースを用いて前記療法パルスの前記少なくとも１つの特徴を前記ＩＭ
Ｄの前記ストレージにプログラムするように構成された外部プログラマーと、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記示された併用療法に応答して、該併用療法が適用中であるこ
とを識別するマーカ情報を格納するように構成されることを特徴とする請求項１から請求
項６のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ＩＭＤは、電気療法を送出し、かつ電気活動を感知して該電気療法を制御するよう
に構成され、
　前記コントローラは、前記示された併用療法に応答して、電気活動を感知するための特
徴を修正するように構成される、
　ことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ＩＭＤは、診断情報を収集するように構成され、
　前記コントローラは、前記併用療法が適用中である時に収集された診断情報と該併用療
法が適用中ではない時に収集された診断情報とを区別するように構成される、
　ことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ＩＭＤは、電気療法を送出するように構成され、
　前記コントローラは、前記併用療法が適用中であることが検出された場合に該電気療法
を変更するように構成される、
　ことを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記コントローラは、学習モードで作動して、前記療法パルスの前記少なくとも１つの
特徴を判断し、かつ該療法パルスの該少なくとも１つの特徴を用いて前記ストレージをプ
ログラムするように構成されることを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれか１項
に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記併用療法の検出療法は、前記検出された電気パルスの立ち上がり又は立ち下がりの
うちの少なくとも一方を検出するように構成され、前記コントローラは、該検出されたパ
ルスの該立ち上がり又は立ち下がりを用いて該併用療法が適用中であることを示すように
構成されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記コントローラは、前記検出されたパルスに対するオン／オフ比を前記療法パルスに
対するオン／オフ比と比較するように構成されることを特徴とする請求項１に記載のシス
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テム。
【請求項１４】
　前記併用療法検出回路は、前記少なくとも１つの電気パルスの波形を抽出するように構
成され、
　前記コントローラは、前記検出されたパルスの前記波形を前記療法パルスの波形と比較
するように構成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　併用療法のデータベースを更に含み、
　前記データベースは、少なくとも２つの潜在的併用療法に関する療法パルスの特徴を含
み、
　前記コントローラは、前記データベース内の前記療法パルスの特徴を用いて前記併用療
法が適用中であることを示すように構成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記コントローラは、学習モードを開始して、前記ＩＭＤが検出された電気信号のパル
スを特徴付けることを可能にし、該検出された電気信号の該パルスの該特徴付けを該ＩＭ
Ｄに格納し、かつ該学習モードにおいて特徴付けられた前記療法パルスの前記特徴のうち
の少なくとも１つを用いて前記併用療法が適用中であることを示すように構成されること
を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔優先権の主張〕
　本出願は、引用により本明細書に組み込まれる２００９年１２月８日出願の米国特許仮
出願、出願番号第６１／２６７，６１０号に対する「３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）
」の下での優先権の恩典を請求するものである。
【０００２】
　本出願は、一般的に医療装置に関し、より具体的には、併用療法を検出するためのシス
テム、装置、及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　電気療法を送出するいくつかの埋め込み型医療装置（ＩＭＤ）が存在し、他のものも提
案されている。一例としてかつ限定ではなく、ＩＭＤには、心臓ペースメーカー、心臓除
細動器、及び除細動器のような埋め込み型心調律管理器（ＣＲＭ）が含まれる。ＣＲＭ装
置は、心臓の選択された腔に電気刺激を与えて心調律障害を治療する。例えば、埋め込み
型ペースメーカーは、タイミングを合わせた整調パルスで心臓を整調するＣＲＭ装置であ
る。他のＩＭＤの例には、脊髄刺激器、筋刺激器、及び神経刺激器が含まれる。例えば、
様々な病状を治療するために神経ターゲットを刺激すること（神経性刺激、神経刺激、又
は神経調節と呼ばれる）が提案されている。例えば、研究では、頸動脈洞枝の電気刺激は
、実験的高血圧を低下させることができ、かつ頸動脈洞自体の圧受容領域への直接的な電
気刺激は、実験的高血圧の反射性低下をもたらすことが示されている。更に、埋め込み型
装置以外の装置も、電気刺激を送出することができる。そのような装置の一例には、経皮
的電気神経刺激（ＴＥＮＳ）装置が含まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　患者に適用された併用電気療法を検出するためのシステムの様々な実施形態は、患者の
体内に埋め込まれるように構成され、かつ併用電気療法を検出するように構成された埋め
込み型医療装置（ＩＭＤ）を含む。併用電気療法は、複数の電気療法パルスを含む。ＩＭ
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Ｄは、ストレージと、併用療法検出回路と、コントローラとを含む。ストレージは、併用
電気療法における療法パルスの少なくとも１つの特徴を含む。併用療法検出回路は、電気
パルスを検出して検出された電気パルスの少なくとも１つの特徴を抽出するように構成さ
れる。コントローラは、検出された電気パルスの少なくとも１つの特徴を療法パルスの少
なくとも１つの格納された特徴と比較して、検出された電気パルスの少なくとも１つの特
徴が療法パルスの少なくとも１つの格納された特徴と比較して勝る場合、併用療法が患者
に適用中であることを示すように構成される。
【０００５】
　様々な方法実施形態は、複数の療法パルスを含む併用療法を検出する。併用療法の検出
は、少なくとも１つの電気パルスを検出する段階と、少なくとも１つの電気パルスから少
なくとも１つの特徴を抽出する段階と、検出されたパルスの少なくとも１つの特徴を療法
パルスの少なくとも１つの特徴と比較する段階と、検出されたパルスの少なくとも１つの
特徴が療法パルスの少なくとも１つの特徴と比較して勝る場合に併用療法が適用中である
ことを検出する段階とを含む。
【０００６】
　この「発明の概要」は、本出願の教示の一部を概説したものであり、本発明の内容の排
他的又は網羅的な取り扱いを意図したものではない。本発明の内容の更なる詳細は、詳細
説明及び添付の特許請求の範囲に見出される。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲及
びそれらの均等物によって定められる。
【０００７】
　様々な実施形態は、添付の図面の図に例証として示している。そのような実施形態は、
例証的なものであり、本発明の内容の網羅的又は排他的な実施形態であるように意図して
いるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】様々な実施形態による埋め込み型神経刺激器及び埋め込み型ＣＲＭ装置を備えた
システムを示す図である。
【図２】様々な方法実施形態を示す図である。
【図３】神経刺激療法パルスの一例を示す図である。
【図４Ａ】台形波形を示す図である。
【図４Ｂ】事前調整波形を示す図である。
【図４Ｃ】２相波形を示す図である。
【図５Ａ】パルスを示す図である。
【図５Ｂ】高周波帯域通過フィルタに通して整調した後の３０ｋＨｚ程度の中心周波数を
有する図５Ａの変形信号を示す図である。
【図５Ｃ】パルス検出回路の実施形態を示す図である。
【図６】遠隔ペース検出回路の実施形態を示す図である。
【図７】図６に示すペース検出回路を用いてパルスを検出するための実施形態の流れ図で
ある。
【図８】様々なＩＭＤの実施形態のための可能な入力を示す図である。
【図９】学習モードを実行して併用療法のための刺激波形を特徴付ける方法の実施形態を
示す図である。
【図１０】様々な実施形態によるマイクロプロセッサベースの埋め込み型装置の実施形態
の系統図である。
【図１１】ＩＭＤを備えかつ外部データベース装置を備えたシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の内容の以下の詳細説明は、本発明の内容を実施することができる特定的な態様
及び実施形態を例証として示す添付の図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本
発明の内容を実施することを可能にするのに十分に詳細に説明される。他の実施形態を利
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用する場合があり、かつ構造的、論理的、及び電気的な変更は、本発明の内容の範囲から
逸脱することなく行うことができる。本発明の開示における「実施形態」、「１つの実施
形態」、又は「様々な実施形態」への参照は、必ずしも同じ実施形態へのものではなく、
かつそのような参照は、１つよりも多い実施形態を意図している。従って、以下の詳細説
明は、限定的な意味に解釈すべきではなく、その範囲は、特許請求の範囲及びそのような
特許請求の範囲が権利を与えられる法的均等物の全範囲によってのみ定められる。
【００１０】
　様々なＩＭＤは、「不随意」器官を調節する自律神経系（ＡＮＳ）を刺激する。不随意
器官の例には、呼吸器官及び消化器官が含まれ、また血管及び心臓も含まれる。例えば、
ＡＮＳは、多くの場合に、不随意かつ反射的に機能し、腺を調節し、皮膚、眼、胃、腸、
及び膀胱の筋肉を調節し、かつ心筋及び血管の周りの筋肉を調節する。
【００１１】
　ＡＮＳには、交感神経系と副交感神経系とが含まれる。交感神経系は、ストレス及び緊
急事態に対する「闘争又は逃走反応」と関連がある。他の効果の中でも特に「闘争又は逃
走反応」は、血圧及び心拍数を上昇させて骨格筋血流量を増大させ、かつ消化を低下させ
て「闘争又は逃走」のためのエネルギを提供する。副交感神経系は、リラクセーション及
び「休息及び消化反応」と関連があり、これらは、他の効果の中でも特に血圧及び心拍数
を低下させ、かつ消化を高めてエネルギを保存する。ＡＮＳは、正常な内部機能を維持し
、かつ体性神経系と連携して働く。
【００１２】
　心拍数及び心拍力は、交感神経系が刺激されると増大し、交感神経系が抑制される（又
は副交感神経系が刺激される）と減少する。交感神経系及び副交感神経系の刺激は、心拍
数及び血圧以外にも作用を及ぼすことができる。例えば、交感神経系の刺激は、瞳孔を拡
張させ、唾液及び粘液の生成を低減し、気管支筋を弛緩させ、胃の不随意収縮（蠕動）の
連続波及び胃の運動性を低減し、肝臓によるグリコーゲンのグルコースへの変換を増大さ
せ、腎臓による尿分泌を低減し、膀胱の壁を弛緩させ、かつ膀胱の括約筋を閉める。副交
感神経系の刺激（交感神経系の抑制）は、瞳孔を収縮させ、唾液及び粘液の生成を増大さ
せ、気管支筋を収縮させ、胃及び大腸における分泌及び運動性を増大させ、小腸における
消化を高め、尿分泌を増大させ、膀胱の壁を収縮させ、かつ膀胱の括約筋を弛緩させる。
交感神経系及び副交感神経系に関連する機能は多く、かつ互いに複雑に統合することがで
きる。
【００１３】
　迷走神経変調は、以下に限定するものではないが、心不全、ＭＩ（心筋梗塞）後リモデ
リング、及び高血圧を含む様々な心臓血管疾患を治療するために用いることができる。心
不全とは、心臓機能が組織の代謝要求を満たすのに適切なレベルよりも小さい可能性があ
る正常な心拍出力よりも小さい心拍出力を引き起こす臨床的症候群を指す。心不全は、付
随する静脈及び肺のうっ血により、うっ血性心不全（ＣＨＦ）として発症する可能性があ
る。心不全は、虚血性心疾患、高血圧、及び糖尿病のような様々な病因による可能性があ
る。高血圧は、心臓病及び他の関連する心臓共存症の原因である。高血圧は、血管が収縮
する時に発生する。その結果、より高い血圧で流れを維持するために、心臓はより強く働
き、それが心不全の一因になる可能性がある。高血圧は、一般的に、心臓血管損傷又は他
の悪影響を誘発する恐れのあるレベルへの全身の動脈圧の一過性又は持続的な上昇のよう
な高い血圧に関する。高血圧は、１４０ｍｍＨｇを超える収縮期血圧又は９０ｍｍＨｇを
超える拡張期血圧と定義される。管理不良高血圧の影響には、以下に限定するものではな
いが、網膜血管疾患及び脳卒中、左心室の肥大及び不全、心筋梗塞、解離性動脈瘤、並び
に腎血管性疾患が含まれる。心臓リモデリングとは、ＭＩ又は心拍出力低下の他の原因の
後に生じる可能性がある構造的、生化学的、神経ホルモン性、及び電気生理学的なファク
タを含む心室の複雑なリモデリング過程を指す。心室リモデリングは、いわゆる後方不全
に起因して心拍出力を増大させるように作用する生理学的代償機構によってトリガされる
ものであり、生理学的代償機構は、心室の拡張期充満圧を増大させ、それによっていわゆ



(6) JP 5600751 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

る前負荷（すなわち、拡張期の末期に心室内の血液量によって心室が伸張される程度）を
増大させる。前負荷の増大は、収縮期の一回拍出力の増大、フランク－スターリングの法
則として公知である現象を引き起こす。しかし、ある期間にわたって心室が前負荷の増大
に起因して伸長されると、心室は拡張する。心室容積の拡大は、所定の収縮期圧での心室
壁応力の増大を引き起こす。心室によって行われる圧－容積仕事の増大と共に、これは、
心室筋の肥大に対する刺激として作用する。拡張の欠点は、正常な残存心筋に課せられる
余分な作業負荷及び肥大に対する刺激を表す壁張力の増大（ラプラスの法則）である。肥
大が張力の増大に適合するのに十分でない場合、更に別のかつ進行性の拡張を引き起こす
悪循環が続いて発生する。心臓が拡張し始める時に、求心性の圧受容器信号及び心肺受容
器信号が血管運動の中枢神経系制御中枢に送信され、制御中枢は、ホルモン分泌及び交感
神経放電で応答する。血行力学、交感神経系、及びホルモン変化（アンギオテンシン変換
酵素（ＡＣＥ）活性の有無のような）の組合せは、心室リモデリングに関わる細胞構造の
有害変化の原因になる。肥大を引き起こす持続的応力は、心筋細胞のアポトーシス（すな
わち、プログラム化された細胞死）及び心臓機能の更に別の低下を引き起こす最終的な壁
の菲薄化を誘発する。従って、心室の拡張及び肥大は、最初は代償性であって心拍出力を
増大させる場合があるが、この過程は、最終的には、収縮期と拡張期の両方における機能
不全をもたらす。心室リモデリングの程度は、ＭＩ後及び心不全の患者における死亡率の
増加と正に相関することが示されている。
【００１４】
　神経刺激療法の例には、睡眠呼吸障害のような呼吸困難、高血圧の治療のような血圧コ
ントロール、心調律管理、心筋の梗塞及び虚血、心不全、てんかん、うつ病、痛み、片頭
痛、及び摂食障害、並びに肥満に対する神経刺激療法が含まれる。多くの提案されている
神経刺激療法には、迷走神経の刺激が含まれる。他の神経刺激療法に関するこのリストは
、網羅的なリストであるように意図しているものではない。例えば、自律神経系の電気神
経刺激は、神経カフ、経脈管的に送り込まれたリード、又は経皮電極のいずれかを用いて
送出することができる。
【００１５】
　療法実施形態には、心室リモデリングの防止及び／又は治療が含まれる。自律神経系の
活性は、ＭＩの結果として又は心不全に起因して発生する心室リモデリングに少なくとも
部分的に関わっている。リモデリングは、例えば、ＡＣＥ阻害剤及びβ遮断薬を用いた薬
理学的介入の影響を受ける可能性があることが明らかにされている。薬理学的治療は、副
作用危険性を伴うが、厳密な方法で薬物の効果を調節することも困難である。本発明の内
容の実施形態は、抗リモデリング療法（ＡＲＴ）と呼ばれる電気刺激手段を用いて自律活
性を調節する。リモデリング制御療法（ＲＣＴ）とも呼ばれる心室再同期整調と併せて送
出されると、自律活性のそのような調節は、心臓リモデリングを逆転させるか又は防止す
るように相乗的に作用することができる。
【００１６】
　神経刺激療法実施形態は、高血圧を低下させるのに十分な持続的期間にわたって圧反射
を刺激することによって高血圧を治療する。圧反射は、圧受容器又は求心性神経幹の刺激
によってトリガすることができる反射である。圧反射神経ターゲットには、内部からの圧
力の増大に起因する壁の伸長に敏感でかつこのような圧力を低下させようとする中枢性反
射機構の受容器官として機能するいずれかの圧力変化センサ（例えば、圧受容器として機
能する感覚神経終末）が含まれる。圧反射神経ターゲットには、圧受容器から延びる神経
経路も含まれる。圧反射神経ターゲットとしての機能を果たすことができる神経幹の例に
は、迷走神経、大動脈神経、及び頸動脈神経が含まれる。
【００１７】
　心筋刺激療法は、心筋の電気刺激を用いて心臓治療を行う。以下に心筋刺激療法の一部
の例を含む。ペースメーカーは、最も一般的には、心拍数が遅すぎる徐脈の治療のために
タイミングを合わせた整調パルスで心臓を整調する装置である。適正に機能している場合
、ペースメーカーは、最小心拍数を強制することにより、代謝要求を満たすために適切な
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調律で心臓自体を整調する心臓機能の低下を補う。血液の効率的なポンピングを容易にす
るために、心周期中の心腔の収縮の方式及び程度に影響を与える埋め込み型装置も開発さ
れている。心腔が協調して収縮すると、心臓はより有効にポンピングし、通常は心筋にわ
たる急速な興奮伝導（すなわち、脱分極）を可能にする心房と心室の両方における特殊伝
導路によって提供される結果が得られる。これらの経路は、洞房結節から心房心筋、房室
結節へ、従って、次に心室筋へと興奮性インパルスを伝導し、両心房及び両心室の協調収
縮をもたらす。これが、各心腔の筋繊維の収縮を同期させ、かつ各心房又は各心室の収縮
を対側の心房又は心室と同期させる。正常に機能する特殊伝導路によってもたらされる同
期なしでは、心臓のポンピング効率は大幅に減少する。これらの伝導路の病変及び他の心
室間伝導欠損又は心室内伝導欠損は、心臓機能の異常によって心拍出力が末梢組織の代謝
要求を満たすのに適切なレベルよりも小さい臨床的症候群を指す心不全の原因ファクタで
ある可能性がある。これらの問題を処理するために、心臓再同期療法（ＣＲＴ）と呼ばれ
る心房及び／又は心室の収縮の協調を改善する試みで１つ又はそれよりも多くの心腔に適
切にタイミングを合わせた電気刺激を与える埋め込み型心臓装置が開発されている。心室
再同期は、直接心筋収縮力に影響を与えるものではないが、再同期により、ポンピング効
率の改善及び心拍出力の増大を伴う心室のより協調した収縮を得ることができるので、心
不全を治療するのに有用である。ＣＲＴ実施例は、同時に又は特定の二心室オフセット間
隔だけ分離して、固有の心房収縮の検出又は心房ペースの送出に対する特定の房室遅延間
隔後に両心室に刺激パルスを印加する。
【００１８】
　ＣＲＴは、ＭＩ後患者及び心不全患者に発生する恐れのある有害な心室リモデリングを
低減するのに有用とすることができる。推定されるように、これは、ＣＲＴが適用される
時に心臓のポンピングサイクル中心室が受ける壁応力分布の変化の結果として生じる。心
筋繊維が収縮する前にそれが伸長される程度は前負荷と称され、筋繊維短縮の最大張力及
び最大速度は、前負荷の増大と共に増大する。心筋部位が他の部位に対して相対的に遅れ
て収縮すると、それらの対向部位の収縮が、遅れて収縮している部位を伸長させて前負荷
を増大させる。心筋繊維が収縮する際の心筋繊維上の張力又は応力の程度は、後負荷と呼
ばれる。血液が大動脈及び肺動脈内に送り出される時に、心室内部の圧力が拡張期の値か
ら収縮期の値まで急速に上昇するために、興奮性刺激パルスにより最初に収縮する心室の
部分は、遅れて収縮している心室の部分が収縮するよりも低い後負荷に対抗して収縮する
。従って、他の部位よりも遅れて収縮する心筋部位は、増大した前負荷と後負荷の両方を
受ける。この状況は、ＭＩに起因する心不全及び心室機能障害に関連する心室伝導遅延に
よって多くの場合に作り出される。遅れて活性化している心筋部位に対する増大した壁応
力は、心室リモデリングのトリガである可能性が最も高い。より協調された収縮を生じさ
せることができる方法で梗塞領域の近くの心室内の１つ又はそれよりも多くの部位を整調
することにより、ＣＲＴは、そうでなければ後に収縮中に活性化されて壁応力が増大する
ことになる心筋部位に早期興奮を与える。他の部位に対して相対的なリモデリングされた
部位の早期興奮は、この部位を機械的応力から解放し、リモデリング発生の逆転又は防止
を可能にする。
【００１９】
　ＱＲＳ群と同期させて心臓に送出される電気ショックである電気的除細動、及びＱＲＳ
群と同期させずに送出される電気ショックである除細動を用いて、殆どの頻脈性不整脈を
終了させることができる。電気ショックは、心筋を同時に脱分極させかつ心筋を無反応性
にすることによって頻脈性不整脈を終了させる。埋め込み型除細動器（ＩＣＤ）として公
知であるＣＲＭ装置の部類は、装置が頻脈性不整脈を検出した場合に心臓に衝撃パルスを
送出することによってこの種の治療を提供する。頻脈に対する別の種類の電気療法は、抗
頻脈整調（ＡＴＰ）である。心室ＡＴＰでは、頻脈を引き起こすリエントラント回路を遮
断するために、心室は、１つ又はそれよりも多くの整調パルスによって競合整調される。
現代のＩＣＤは、一般的にＡＴＰ機能を有し、頻脈性不整脈が検出されると、ＡＴＰ療法
又は衝撃パルスを送出する。ＡＴＰは、オーバードライプ整調と呼ぶことができる。調整
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療法とも呼ぶことができる間欠的整調療法（ＩＰＴ）のような他のオーバードライプ整調
療法が存在する。
【００２０】
　図１に、様々な実施形態による埋め込み型神経刺激器１０１及び埋め込み型ＣＲＭ装置
１０２を備えたシステムを示している。例えば、神経刺激器は、図示のように、頸部の迷
走神経を刺激するように構成することができる。ＣＲＭ装置の例には、ペースメーカー、
除細動器及び抗頻脈装置のような抗不整脈装置、及び心臓再同期療法（ＣＲＴ）を送出す
る装置が含まれる。図示の神経刺激器は、神経刺激を送出するのに用いるための神経刺激
のためのリード１０３を有する。図示のリード実施形態は、神経カフ電極１０４を有する
。他のリード実施形態は、神経の経血管刺激（例えば、内頸静脈からの迷走神経の刺激）
を提供する。一部の実施形態では、神経刺激のためのリード１０３は、神経感知機能及び
／又は感知機能を有する。図示のＣＲＭ装置１０２は、右心房リード１０５と右心室リー
ド１０６とを含む。他のリード、付加的なリード、又はよりも少ないリードを様々な装置
実施形態に用いることができる。一部の実施形態では、神経刺激器１０１は、図１に概略
的に示すような、迷走神経刺激器である。一部の実施形態では、神経刺激器は、脊髄刺激
器である。神経刺激器及びＣＲＭ装置が互いと通信するように設計されていない場合、装
置のうちの少なくとも１つは、様々な実施形態による併用療法検出器を含む。
【００２１】
　従って、上に挙げた非網羅的な例に示すように、電気刺激を用いる多くの埋め込み可能
な技術がある。一人の個人が、治療を提供する２つ又はそれよりも多くの埋め込み装置を
有する場合がある。埋め込みシステム間でこの協調を可能にするために、通信システムを
設計して標準を作り出すことができると考えられる。しかし、そのような通信システムは
、埋め込み装置の設計に複雑さを加え、かつ装置の寿命に影響を及ぼす可能性があるであ
ろう。更に、埋め込み型医療装置間通信に対する基準は存在しないか又は現在計画されて
いない。
【００２２】
　例えば、迷走神経刺激療法又は脊髄刺激療法のような療法は、心臓機能を変化させる可
能性があり、そのことがＣＲＭ療法に影響を及ぼす場合がある。これらの併用療法を識別
することにより、診断の機会及び併用療法の存在に応じてＣＲＭ療法を調整する機会を提
供することができる。本発明の開示は、ＣＲＭ療法が神経刺激療法の影響を受ける場合の
例を説明するものである。当業者は、ＣＲＭ療法が神経療法に影響を与える可能性がある
ことを理解するであろう。より一般的には、第１の電気療法が第２の電気療法に干渉する
か又はそれを増強する可能性がある。
【００２３】
　埋め込み型医療装置における感知アルゴリズムは、装置感知チャンネル帯域幅内部のノ
イズが感知機能に干渉する時に損なわれる可能性がある。ペースメーカーによって感知さ
れたノイズは、例えば、装置によって本物の心イベントと勘違いされ、心臓再同期療法（
ＣＲＴ）装置における誤った心房感知追跡又は誤った心室感知のトリガした整調に起因す
る整調の抑制又は不適切な整調をもたらす場合がある。整調の抑制は、長期にわたる収縮
不全をもたらす場合がある。不適切な整調は、心臓機能障害又は不整脈をもたらす場合が
ある。埋め込み型除細動器（ＩＣＤ）によって感知されるノイズは、心室性頻脈の誤診に
よる不適切なＡＴＰ又はショック療法の送出を引き起こす可能性があると考えられる。
【００２４】
　様々な実施形態は、検出された併用療法に応じて感知アルゴリズムを修正する（例えば
、閾値を増大させ、又はブランキングウィンドウを提供する）。しかし、以下に識別する
様々な実施形態は、併用療法との競合を緩和し、相補的併用療法の調整を行い、併用療法
又はそれらの様々な組合せを説明する増強された診断法を提供するので、本発明の内容は
、感知アルゴリズムの修正に限定されない。
【００２５】
　埋め込み型装置によって送出される療法は、互いに干渉し合う場合がある。干渉の例に
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は、別の埋め込み型装置による１つの埋め込み型装置の療法の不適切な感知、及び競合療
法（例えば、神経刺激器が心拍数を低下させようにとする一方、ペースメーカーは心拍数
をより高くしようにとする）が含まれる。本発明の内容の様々な実施形態は、併用療法を
検出し、これらの種類の干渉を緩和するための複数の埋め込み型装置間での療法の協調を
可能にする。
【００２６】
　埋め込み型装置によって送出される療法は、互いに補完し合うことができる。本発明の
内容の様々な実施形態は、併用療法を検出し、複数の埋め込み型装置間での相補的療法の
協調をトリガするか又は協調を可能にする。相補的療法の一例には、同じ患者に埋め込ま
れたペースメーカー及び神経刺激器が含まれる。神経刺激器がペースメーカーを認識した
場合、神経療法を右心房、右心室、又は左心室の整調信号のタイミングサイクルに対して
ゲートすることができる。別の例は、神経刺激を抑制又は開始することができる最大心拍
数及び最小心拍数を設定する。心房性頻脈性不整脈イベント又は心室性頻脈性不整脈イベ
ントが発現した場合、ペースメーカーは、高レベルの連続神経刺激を可能にする信号を送
出することができる。
【００２７】
　別の例には、同じ患者に埋め込まれた肺動脈内無線埋め込み型圧力センサ及び神経刺激
器が含まれる。圧力センサは、代償不全イベントに応答して神経刺激を可能にする信号を
送出することができる。
【００２８】
　埋め込み型装置によって送出される療法は、互いに干渉又は補完しない場合があるが、
それにも関わらず、有用な診断情報を提供することができる。本発明の内容の様々な実施
形態は、併用療法を検出して併用療法が存在することを使用者に知らせる。様々な実施形
態は、埋め込まれた装置の主要な診断収集器になる装置のうちの１つを用いる。一例には
、神経刺激器と共に埋め込まれる心臓装置が含まれる。心臓装置が神経刺激信号を認識し
た場合、心臓装置は、神経整調存在のタイムスタンプを記録することができる。次に、医
師は、データを神経刺激の存在又は不在に分割する診断報告を実行することができる。神
経刺激がオンの時に好ましい改善が示された場合、これは、プログラミングの変更をもた
らすことができると考えられる。これは、心臓装置内部で自動化することができるであろ
う。
【００２９】
　図２に、様々な方法実施形態を示している。２０７でパルスが検出される。２０８で併
用療法が示される。例えば、検出されたパルスが併用療法に用いられるパルスの特徴を有
する場合に併用療法が示される。併用療法が存在すると判断された場合、一部の実施形態
は、２０９でリアルタイムマーカ情報を格納又は呈示し、一部の実施形態は、２１０でＣ
ＲＭの感知特徴を修正し、一部の実施形態は、２１１で併用療法の存在中に収集された診
断情報を他の期間のものと区別し、一部の実施形態は、２１２で併用療法の検出に基づい
てＣＲＭ療法又は機能を変更する。
【００３０】
　様々な実施形態によれば、本発明の内容は、装置間の通信を可能にする各装置内の通信
回路の必要なしに、かつ埋め込み型装置の製造業者間で通信標準に関して合意を開発する
必要なしに異なる製造業者が提供している複数の療法を検出することができる。様々な実
施形態によれば、センサ及び診断法は、１つの１次医療装置にグループ分けされ（例えば
、一例としてかつ限定ではなく、ＣＲＭ装置）、それによって２次的な医療装置及び療法
を簡素化する。一部の実施形態では、各ＩＭＤにおける埋め込み型医療装置の種類は、他
の電気療法に関する製造業者を問わず、その療法に影響を与える電気療法のみを識別して
それに適合するように設計される。
【００３１】
　様々な実施形態は、リアルタイムマーカ情報を格納又は呈示する。一部の実施形態は、
装置対装置通信を確立することなしに、様々なレベルの外部送出又は内部送出される併用
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療法の詳細を伝達し、一部の実施形態は、ＣＲＭの感知特徴を修正する。一部の実施形態
は、検出されたパルスに関連する速い脈拍を再分類する。一部の実施形態は、速い脈拍を
ＥＣＧから除去し、マーカで指摘する。一部の実施形態は、検出されたパルスの存在中に
感知閾値を変化させ、ブランキング期間の延長又は無反応期間の延長などを行う。例えば
、自律神経ターゲットに送出される神経刺激療法は、心臓伝導を変更することができる。
従って、一例としてかつ限定ではなく、検出された併用療法時のＨＲＶは、神経刺激が併
用されていない場合とは異なる可能性がある。この併用療法に関する知識は、診断の洞察
力をもたらす。別の例として、ＣＲＴの損失を引き起こす恐れのあるＡＶ遅延は、併用療
法時に変化させることができる。この情報は、装置を適切に再プログラムするために用い
ることができる。このようにして、様々な実施形態は、併用療法の存在中に収集された診
断情報を他の期間のものと区別する。
【００３２】
　一部の実施形態は、神経調節療法が認識されているか又は通信されている時には、ＣＲ
Ｍ装置の応答を変化させる。例えば、一部の実施形態は、ノイズを抑制し、一部の実施形
態は、ノイズ応答アルゴリズムを用い、一部の実施形態は、神経調節療法の期間中、感知
閾値を上げ、一部の実施形態は、神経調節療法の送出中に生じる身体的変化（リモデリン
グのように長期間ではない短期間のもの）に対して緩徐療法を変更し、一部の実施形態は
、神経調節療法が送出されている間、換気量のような他のセンサの特徴又は応答を変更す
る。
【００３３】
　検出された併用療法に適合するように感知アルゴリズムを調節する一部の例を以下に提
供する。様々な実施形態は、別々の緩徐性検出閾値及び急速性検出閾値を含んで実施され
る。「正常な」緩徐性であると感知されるＰ波及びＲ波の振幅は、一般的に、急速である
と感知される心房性又は心室性の細動の振幅よりも大きい。急速療法は、急速性検出閾値
を用いて頻脈イベントが感知され、かつ緩徐性検出閾値を用いて感知した場合に徐脈が消
滅していた場合にのみ開始される。２つの閾値を用いる技術は、ノイズの存在下で正常な
心臓機能が持続していると仮定している。心室細動時のＰＶＣ又は補充収縮に起因する大
きいＲ波はなく、筋ノイズの振幅はＰ波又はＲ波の振幅よりも小さく、外部ノイズの振幅
はＰ波又はＲ波の振幅よりも小さく、かつノイズ応答機能は依然として実施される。
【００３４】
　例えば、感知閾値は、感知又は整調後に階段状に低下させることができる。２次閾値に
ついては、急速な症状の発現中に使用することができる。２次閾値を用いた感知検出値が
緩徐の範囲内であった場合、装置は、この症状の発現をノイズ誘発性として示すことがで
きる。一部の実施形態によれば、標準的な緩徐速度で２次閾値を超える心室感知が発生し
ている限り、ノイズは通常時間が限定されているものであるので、装置は、「ｘ」（又は
不定）秒間ショック療法を遅延させることによって応答する。一部の装置実施形態は、２
次閾値を超える心室感知がある限り、より低い心拍数レベルで心房を整調しながらショッ
ク療法を遅延させる。これは、ＡＳ又はＡＰＡからの正常な伝導が依然として発生してい
るか又は心室補充収縮があると仮定している。２次緩徐性閾値は、頻脈性不整脈を確認す
るのに用いられる。筋ノイズ及び周期ノイズは、電流ノイズ検出ウィンドウを回避する可
能性があり、過剰感知を引き起こす。２次緩徐性閾値は、そのような場合における不適切
な治療を防ぐ。
【００３５】
　一部の実施形態は、ノイズ信号の周期毎にこの信号を短い間無効にするか又は無視し、
一部の実施形態は、周期性、幅、振幅、勾配等に基づいて周期信号をノイズとして特徴付
け、信号全体から減算する。一部の実施形態は、リアルタイムストリップ上の表記を含み
、プログラマーは、周期ノイズが検出されたことを表示する。
【００３６】
　一部の実施形態は、不整脈が検出されたことの妥当性を検査することによって検出され
た不整脈に応答する。初期の検出又は再確認中には、内因性のイベント（例えば、洞結節
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に起因するもの又は補充収縮）がモニタされる。内活性をモニタするためのウィンドウの
時間枠（例えば、約８０ＢＰＭから約２５ＢＰＭの範囲）が作成される。これは、ノイズ
の存在下で正常な心臓機能が持続し、かつ心室細動時の心室性期外収縮（ＰＶＣ）又は補
充収縮に起因する大きいＲ波はないと仮定している。これは、筋ノイズの振幅と外部ノイ
ズの振幅の両方がＰ波又はＲ波の振幅よりも小さいとも仮定している。
【００３７】
　自律神経刺激療法は、心臓伝導を変更することができる。一部の実施形態は、併用療法
の検出に応答して、この療法をその個人の薬物療法による治療に合ったものにするように
ＣＲＭ療法を変更するように構成される。例えば、自律神経刺激療法中に、修正されたＡ
Ｖ遅延を用いるように、修正されたＡＶ遅延補正を用いるように、ＡＶ遅延の探索ヒステ
リシスを一時停止するように、修正された低速限界（ＬＲＬ）を用いるように、調律識別
テンプレート収集を修正し、かつ捕捉閾値の変更により修正されたペース振幅を用いるよ
うにＣＲＭ療法を変更することができる。
【００３８】
　全ての検出可能な併用療法が心臓伝導に直接に影響を与えるわけではない。従って、Ｃ
ＲＭシステムの様々な実施形態は、併用療法の種類間（例えば、痛み管理対高血圧療法）
で区別を行い、一方に対してのみのマーカ及び他方に対する修正された診断収集のような
判断に基づく異なる応答を有するように構成される。様々な実施形態は、装置対装置通信
を行う必要なしに情報を装置に統合する。ＣＲＭ療法は、全身療法の送出を提供する併用
療法に応答する。
【００３９】
　２０７に概略的に示すように、様々な実施形態は、パルスを検出し、２０８に概略的に
示すように併用療法が存在するか否かを検出する。多くの刺激パルスの特徴は、鋭い立ち
上がり及び立ち下がりである。
【００４０】
　図３に、神経刺激療法パルスの一例を示している。図示のパルス３１３は、鋭い立ち上
がり及び立ち下がりを有し、波形の立ち上がり３１４及び立ち下がり３１５における鋭い
遷移は、有意な高周波エネルギを生じさせる。他の波形又はパルスは、神経刺激の潜在機
能を有する。図４Ａに台形波形を示し、図４Ｂに事前調整波形を示し、図４Ｃに２相波形
を示している。これらの波形は、単一パルスと同様に、これも高周波エネルギを生じさせ
る鋭い遷移を有する。従って、これらの波形は、以下に説明する方法に類似した方法で検
出することができる。
【００４１】
　図５Ａに、パルス５１６を示している。図５Ｂに、高周波帯域通過フィルタに通して整
調した後の約３０ｋＨｚの中心周波数を有する図５Ａの変形信号５１７を示している。図
５Ａのパルスの立ち上がりは、パルス中に減衰する図５Ｂの正信号になり、図５Ａのパル
スの立ち下がりは、図５Ｂの負信号になる。
【００４２】
　図５Ｃに、パルス５１６を受信し、変形信号５１７に示すような刺激信号の鋭い立ち上
がり、鋭い立ち下がり、又は鋭い立ち上がりと鋭い立ち下がりの両方に起因する高周波成
分を検出するための高周波帯域通過フィルタ５１８を含むパルス検出回路を示している。
一部の実施形態では、一例としてかつ限定ではなく、高周波帯域通過フィルタの出力５１
７は、ポジティブエッジトリガ型Ｄフリップフロップのような処理回路５１９に送り込ま
れ、次に「検出」信号５２０としてログされる。図示の実施形態では、「検出」信号５２
０は、適切に処理するために、ＩＭＤの制御論理５２１によって受信される。一部の実施
形態は、パルスが併用療法パルスと一致することを確認するために、様々な基準をこのパ
ルスに適用する。更に、図２に、例えば、制御論理の様々な実施形態が検出された併用療
法に応答する一部の方法を示している。事前調整波形又は真の２相波形は、各パルスに対
する出力では異なるスパイクパターンになるが、概念上、同じである。一部の実施形態は
、エッジ検出に対してノイズ又はより高い周波数フィルタリングを除外するために、以下
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に説明する可変感知閾値を含む。それらの改良点は、誤検出を低減することにより、併用
療法の検出を改善することになる。
【００４３】
　様々な実施形態によれば、本発明の内容は、併用療法を検出するための基礎としてパル
ス検出を用いる。遠隔測定及び換気量に対して用いられるような他の電気信号は、ある時
間量だけ併用療法の検出を混乱させる場合がある。一部の療法に関しては、この時間量は
さほど重要ではない可能性があり、従って、より簡素な検出回路で十分である場合がある
。
【００４４】
　図６～図７に、一例としてかつ限定ではなく、併用療法を遠隔測定のような他の電気信
号と区別するための実施形態を示している。高周波帯域通過の出力は、定義済みの期間内
に発生する正方向のスパイクと負方向のスパイクとの対の信号を含む。信号源及びパルス
の極性とも関連する感知ベクトルに応じて、正方向のスパイクは負方向のスパイクに先行
することができ、逆も同様である。例えば、神経刺激療法は、３００μＳが典型的である
１０μＳから１０００μＳの範囲のパルス幅を有する刺激パルスを送出することができる
。パルス検出は、定義済みパルス幅の時間枠内で対の１組のスパイクが発生した場合に示
すことができる。
【００４５】
　図６に、遠隔ペース検出回路の実施形態を示している。入力信号６２２は、感知電極か
ら来て、約３０ＫＨｚの中心周波数を有する図示の帯域通過フィルタ６２３を通過する。
ペース検出回路は、２つの検出信号を生成する。第１の検出信号６２４は、ペースパルス
の立ち上がりが正の閾値６２５よりも大きいレベルで帯域通過フィルタを通過する時に発
生される。第２の検出信号６２６は、ペースパルスの立ち下がりが負の閾値６２７よりも
負のレベルで帯域通過フィルタを通過する時に発生される。デジタル状態機械又はマイク
ロコントローラ６２８によって受信されるような２つの検出信号の組合せにより、ペース
検出が得られる。図示の検出信号の各々に対して、図示の回路は、比較器として機能する
カスケード接続増幅器６２９Ａ及び６２９Ｂと、１ＭＨｚシステムクロックによってクロ
ック制御されるサンプル及び保持回路６３０Ａ及び６３０Ｂとを含む。
【００４６】
　図７に、図６に示すペース検出回路を用いてパルスを検出するための実施形態の流れ図
を示している。７３１に表された状態１は、回路が最初のパルスを待つ状態である。最初
のパルスが正であった場合、３つのタイマが始動され、回路は、７３２に表された状態２
Ｐに入る。これらのタイマには、極めて短時間のタイマ（ＲＳＴ）として識別された第１
のタイマと、短時間タイマ（ＳＴ）として識別された第２のタイマと、長時間タイマ（Ｌ
Ｔ）として識別された第３のタイマとが含まれる。これらのタイマに付与された名称は、
程度の種類を表し、限定的であるように意図しているものではない。状態２Ｐは、回路が
第１のタイマ（ＲＳＴ）が終了するのを待つ状態である。ＲＳＴで表される時間の終了は
、７３１で感知された正パルスの後に出現することが予想される負パルスに対する時間枠
の開始を表している。第１のタイマが終了した状態で、回路は、回路が予想される負パル
スを待つ状態である７３３に表される状態３Ｐに入る。第２のタイマ（ＳＴ）が負パルス
なしで終了した場合、回路は、７３１で状態１に戻る。負パルスが出現した場合、回路は
、回路が第３のタイマ（ＬＴ）の終了を待つ状態である７３４に表される状態４に入る。
第３のタイマ（ＬＴ）が終了すると、回路は状態１に戻る。第１のパルスが負であった場
合、３つのタイマが始動され、回路は、７３５に表される状態２Ｎに入る。これらのタイ
マには、極めて短時間のタイマ（ＲＳＴ）として識別された第１のタイマと、短時間タイ
マ（ＳＴ）として識別された第２のタイマと、長時間タイマ（ＬＴ）として識別された第
３のタイマとが含まれる。これらのタイマに付与された名称は、程度の種類を表し、限定
的であるように意図しているものではない。また、負パルスに関連するタイマは、正パル
スに関連するタイマと同じであってもよく、同じでなくてもよい。状態２Ｎは、回路が第
１のタイマ（ＲＳＴ）が終了するのを待つ状態である。ＲＳＴで表される時間の終了は、
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７３１で感知された負パルスの後に出現することが予想される正パルスに対する時間枠の
開始を表している。第１のタイマが終了した状態で、回路は、回路が予想される正パルス
を待つ状態である７３６に表される状態３Ｎに入る。第２のタイマ（ＳＴ）が正パルスな
しで終了した場合、回路は、７３１で状態１に戻る。正パルスが出現した場合、回路は、
回路が第３のタイマ（ＬＴ）の終了を待つ状態である７３４に表される状態４に入る。第
３のタイマ（ＬＴ）が終了すると、回路は状態１に戻る。このアルゴリズムは、ＲＳＴと
ＳＴの間に別々に出現する異極性のパルスを探し、ＲＳＴ及びＳＴは、それぞれ、最小予
想整調パルス幅及び最大予想整調パルス幅である。ペースが検出された状態で、アルゴリ
ズムは、ペースの開始から予想最小パルス間隔である第３のタイマ（ＬＴ）に対応する時
間だけ待ち、その後、別のパルスを探す。
【００４７】
　パルス幅の代わりに又はパルス幅に加えて、パルス周波数を用いて併用療法の存在を判
断することができる。例えば、神経療法は、２０Ｈｚが典型的である２Ｈｚから１２００
Ｈｚの範囲の周波数を有する刺激パルスを送出することができる。従って、療法パルスが
５０ｍｓ毎に検出されていれば、併用療法が実際に送出中であり、かつそれは２０Ｈｚで
送出中であると確信を持って判断することができる。併用療法の存在を検出するのにパル
ス周波数のみが用いられる場合には、定義済みの一貫した周波数での正方向スパイク又は
負方向スパイクの検出により、より簡素な回路で併用療法が検出されたという同じ確信が
得られることになる。
【００４８】
　心臓ペースパルスは、例えば、このパルスの前縁、このパルスの後縁、定義済み間隔の
許容範囲内での前縁と後縁の間のタイミング、又はそれらの様々な組合せを感知すること
により、別の埋め込み型医療装置からの併用療法として示すこともできる。捕捉は、広視
野ベクトル内部電位図を通じて確認することができると考えられる。一部の実施形態は、
検出基準を適用する。一例としてかつ限定ではなく、心臓ペースパルスは、整調上限（例
えば、３Ｈｚ）よりも速い心拍数で出現することはなく、かつ抗頻脈整調（ＡＴＰ）は、
ＡＴＰ下限（３Ｈｚ）とＡＴＰ上限（例えば、２０Ｈｚ）の間の心拍数で出現することに
なる。
【００４９】
　別の例では、神経療法パルスは、このパルスの前縁、このパルスの後縁、定義済み間隔
の公差内での前縁と後縁の間のタイミング、又はそれらの様々な組合せを感知することに
より、別の埋め込み型装置による併用療法として示すこともできる。神経療法を併用療法
として示すにあたって更に信頼性を付与するために、一部の実施形態は、２つ又はそれよ
りも多くの連続パルスを検出するか、又は定義済み速度の許容範囲内で２つ又はそれより
も多くの連続的な立ち上がり検出又は２つ又はそれよりも多くの連続的な立ち下がり検出
を行う。
【００５０】
　図８に、様々なＩＭＤの実施形態に対して可能な入力を示している。これらの入力につ
いて、以下でより詳細に説明する。入力には、併用療法が存在することが見出されている
場合の有効化８３７、パルス幅、投与のオン／オフ比、波形の種類、周波数、又は療法に
おけるパルスに関する他の療法詳細のようなカスタマイズ可能な併用療法の詳細８３８、
感知パラメータ又は療法パラメータ、格納データ又はリアルタイムデータから併用療法を
検索又は学習するためのパラメータ８４０の修正のような併用療法に対する望ましい装置
応答８３９、及び併用療法のデータベース８４１が含まれる。
【００５１】
　埋め込み型医療装置によって送出することができる多くの潜在的な併用療法があり、か
つこれらの療法は異なる波形及び周波数を有するので、現在得られる可能な併用療法の波
形及び周波数の全てを特徴付けることは困難であり、まして将来実施されることになる併
用療法を予想することはできない。しかし、他の装置が患者の体内に埋め込まれているこ
とを患者及び患者の臨床医は承知していると思われるので、様々な実施形態は、臨床医か
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ら併用療法情報を受け取る。
【００５２】
　例えば、一部の実施形態では、臨床医は、以下のパラメータ、すなわち、併用療法の存
在（同時検出機能を可能／不能にする）８３７及びパルス幅、周波数、投与（オフ／オン
比）、並びに波形の種類のようなカスタマイズ可能な併用療法の詳細８３８のうちの１つ
又はそれよりも多くを１次埋め込み型装置に入力する。埋め込み型医療装置は、入力され
たパラメータを用いて、帯域通過フィルリング、パルス幅基準、周波数基準、及びあらゆ
る他の基準をカスタマイズし、上述の検出技術を用いて既知の併用療法を明確に検出する
ことができる。この設計の柔軟性により、製造業者の併用療法の詳細に関する予備知識な
しに、設計中に装置を製造業者の併用療法に適合させることが可能になる。臨床医は、上
述のパラメータの入力後、併用療法の存在によって埋め込み型装置が正確に判断されたこ
とを確認することができる。
【００５３】
　加えて、臨床医は、検出された併用療法に望ましい装置応答８３９を入力することがで
きる。そのような応答の例には、以下に限定するものではないが、検出された併用療法の
診断に関する確認（例えば、マーカ）、併用療法の過剰感知の緩和、併用療法がオンであ
る期間を併用療法がオフである期間と区別する増強された診断、検出された併用療法の開
始に連動する療法の閉ループ、検出された併用療法の休止に連動する療法の閉ループ、検
出された併用療法の存在に連動する療法の閉ループ、及び検出された併用療法の存在中に
修正される療法パラメータが含まれる。一部の実施形態は、療法を開始、終了、又は変え
るイベントをトリガするために用いることができ、又は療法に対して閉ループフィードバ
ックを提供するために用いることができるような感知パラメータを修正する。
【００５４】
　装置が別の人間によって埋め込まれたためか又は他の理由から、臨床医は併用療法の詳
細を知らない可能性があるので、臨床医が併用療法の検出をカスタマイズするのに必要な
重要なパラメータを供給するのは困難である場合がある。しかし、患者及び患者の臨床医
は、他の装置が埋め込まれている事実を恐らくは認識している。様々な実施形態によれば
、埋め込み型装置は、臨床医による何らかの併用療法の検索命令に応答するように構成さ
れる。８４０に概略的に示すように、装置又はプログラマーのような装置の外部支援機器
は、一定の期間（一例としてかつ限定ではなく、１分）にわたって感知された電気データ
を収集して併用療法に関してこのようなデータを分析するように構成される。一部の実施
形態は、併用療法の波形の鋭いエッジ特徴を探し、療法の波形のパルス幅を計算し、かつ
療法パルスの周波数を計算する。既知の併用療法を明確に検出するための帯域通過フィル
リング、パルス幅基準、周波数基準、及びあらゆる他の基準は、臨床医によって開始され
た過程を通じて特徴付けられた併用療法に対して入力又は調整することができる。臨床医
は、上述のパラメータの入力後、併用療法の存在によって埋め込み型装置が正確に判断さ
れたことを確認することができる。併用療法は、先に開始されて、装置が併用送出を検索
している時間中に送出することができる。臨床医は、併用療法を検索するように装置に命
令する直前に併用療法を開始する場合があり、装置が検索している間に併用療法を開始す
る場合がある。
【００５５】
　臨床医は、収集された感知電気データ（リアルタイムデータ又は格納データ）から併用
療法が存在する期間を選択することができ、併用療法からのパルスを選択することができ
る。装置又は装置の支援外部機器は、この感知データを分析するように構成される。一部
の実施形態は、併用療法の波形の鋭いエッジ特徴を探し、療法の波形のパルス幅を計算し
、療法パルスの周波数、又はそれらの様々な組合せを計算する。
【００５６】
　臨床医によって開始された処理を通じて特徴付けられた併用療法を用いて、帯域通過フ
ィルリング、パルス幅基準、周波数基準、及び他の基準を明確にプログラム又は修正し、
既知の併用療法を検出することができる。臨床医は、上述のパラメータの入力後、併用療
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法の存在によって埋め込み型装置が正確に判断されたことを確認することができる。
【００５７】
　このようにして、併用療法は、学習及び特徴付けを行い、埋め込み型医療装置によって
併用療法を検出するために用いることができる。臨床医は、検出された併用療法に装置が
応答する方法をプログラム又は入力することができる。一部の実施形態は、装置が併用療
法を特徴付けるためのトリガを提供することができる。トリガは、磁石又は他のユーザ適
用型外部トリガとすることができると考えられる。これは、併用療法が後日埋め込まれ、
臨床医が再プログラミング機能又は特徴付け機能を使用できないという状況に対処する。
トリガは、一貫したノイズウィンドウ拡張又は特定の基準を備えた急速検出（すなわち、
併用療法の過剰感知を示す極めて周期的な感知）とすることができると考えられる。これ
は、併用療法が１次埋め込み型装置に悪影響を及ぼす可能性があるという懸念があるが、
必要である場合を除いて１次埋め込み型装置の感知特徴又は療法特徴を変更するのには抵
抗があるという状況に対処する。
【００５８】
　図９に、併用療法のための刺激波形を特徴付けるための学習モードを達成する方法の実
施形態を示している。９４２で、学習モードが開始される。これは、例えば、臨床医が開
始することができる。９４３で、周期的ノイズ源（例えば、ＴＥＮＳシステム又はＩＭＤ
によって送出される他の併用療法）が始動される。９４４で、他の電気信号をパルスと区
別するために用いることができるパルスの特徴を装置が分析、捕捉、及び格納する。９４
５で、学習モードが終了する。学習モードを繰返して、他の潜在的な併用療法源を学習す
ることができる。
【００５９】
　図８と共に図１１を参照すると、様々な実施形態は、潜在的併用療法の電気パルス特徴
を収容したデータベース８４０を用いる。様々な実施形態によれば、プログラマーのよう
な１次装置の支援外部機器１１５６は、特定の他の２次装置（例えば、神経刺激器１１５
７）の電気パルス特徴を収容したデータベースを使ってプログラムされる。臨床医は、製
造業者及び型番のような２次装置の識別情報を１次装置（例えば、ＣＲＭ装置１１５８）
のプログラマーに入力する。プログラマーは、併用療法を特徴付けかつ検出するための関
連情報を埋め込み型装置（例えば、２つ又はそれよりも多くの埋め込み型装置に対する１
次装置）にプログラムする。１次装置のプログラマーがインターネット接続又は他の何ら
かのネットワーク１１５９を通じた外部データへの接続をサポートしている場合、プログ
ラマーは、全ての装置に関する情報をプログラマー上に格納しておく必要はなく、様々な
ＩＭＤに関する電気パルス情報として示す遠隔ストレージ位置内の外部データベース１１
６０から関連情報をダウンロードすることができる。外部データベースサーバが電子医療
記録（ＥＭＲ）システム１１６１と統合されているか又はそれに接続することができる場
合、外部データベースサーバは、２次装置の電気的特徴だけでなく、２次装置によって送
出される特定の患者の療法の詳細もダウンロードすることができる。患者の特定の療法の
これらの詳細は、装置間における療法のより正確かつ一貫した協調をもたらすことができ
る。
【００６０】
　図１０に、様々な実施形態によるマイクロプロセッサベースの埋め込み型装置の実施形
態の系統図を示している。装置のコントローラは、双方向データバスを通じてメモリ１０
４７と通信するマイクロプロセッサ１０４６である。コントローラは、状態機械型の設計
を用いて、他の種類の論理回路（例えば、個別構成要素又はプログラマブル論理アレイ）
によって実施することができると考えられる。本明細書において用いる用語「回路」は、
個別の論理回路又はマイクロプロセッサのプログラミングを指すと解釈すべきである。図
示するのは、リング電極１０４８Ａ－Ｃ及び先端電極１０４９Ａ－Ｃ、感知増幅器１０５
０Ａ－Ｃ、刺激又はパルス発生器１０５１Ａ－Ｃ、並びにチャンネルインタフェース１０
５２Ａ－Ｃを備えた双極リードを含む「Ａ」から「Ｃ」に指定された感知及び整調チャン
ネルの３つの例である。従って、各チャンネルは、電極に接続したパルス発生器で構成さ
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れた整調チャンネルと、電極に接続した感知増幅器で構成された感知チャンネルとを含む
。チャンネルインタフェース１０５２Ａ－Ｃは、マイクロプロセッサ１０４６と双方向通
信し、また各インタフェースは、感知増幅器からの感知信号入力をデジタル化するための
アナログデジタル変換器と、整調パルスを出力し、整調パルスの振幅を変化させ、かつ感
知増幅器に対する利得及び閾値を調整するためにマイクロプロセッサによって書き込むこ
とができるレジスタとを含むことができる。特定のチャンネルによって発生される電位図
信号（すなわち、電極によって感知される心臓電気活動を表す電圧）が指定検出閾値を超
えると、ペースメーカーの感知回路は、心房感知又は心室感知である心腔感知を検出する
。特定の整調モードで用いられる整調アルゴリズムは、整調をトリガ又は抑制するような
感知を使用する。固有の心房及び／又は心室の心拍数は、心房感知間及び心室感知間の時
間間隔をそれぞれ測定することによって測定することができ、かつ心房及び心室の頻脈性
不整脈を検出するために用いることができる。
【００６１】
　各双極リードの電極は、リード内部の導体を通じてマイクロプロセッサによって制御さ
れるスイッチングネットワーク１０５３に接続される。スイッチングネットワークは、電
極を感知増幅器の入力に切り換えて固有の心臓活動を検出するために、かつ電極をパルス
発生器の出力に切り換えて整調パルスを送出するのに用いられる。スイッチングネットワ
ークは、リードのリング電極と先端電極の両方を用いて双極モードで、又は装置ハウジン
グ（缶）１０５４を備えたリードの電極のうちの１つのみ又は接地電極としての機能を果
たす別のリード上の電極を用いて単極モードで装置が感知又は整調することも可能にする
。
【００６２】
　この図は、外部装置と通信するために用いることができるマイクロプロセッサに接続し
た遠隔測定インタフェース１０５５を示している。マイクロプロセッサ１０４６は、療法
ルーチン（例えば、ＣＲＭ療法又は神経刺激療法）を達成することができ、かつ感知を制
御する（例えば、閾値、タイミング、感知されたイベントの検証）ようにも構成される。
図示のシステムは、併用療法のパルスを検出するための療法検出回路１０５６を含み、マ
イクロプロセッサは、併用療法検出ルーチンを実行して信号を分析し、併用療法が存在す
るか否かを示すことができる。療法検出回路は、電気パルスを検出するように構成され、
かつ検出された電気パルスの少なくとも１つの特徴を抽出するために用いるように構成さ
れる。例えば、一部の療法検出回路実施形態は、検出されたパルスからパルス幅情報又は
パルス周波数情報を抽出するために用いるように構成される。一部の療法検出回路は、パ
ルスエッジを検出するための高周波フィルタを含む。マイクロプロセッサは、例えば、こ
の情報を用いて、パルスの立ち上がりと立ち下がりの間のパルス幅を検出し、かつパルス
周波数を検出することができる。マイクロコントローラは、診断ルーチンを達成すること
ができる。様々な実施形態では、マイクロコントローラは、療法を開始又は調整すること
により、感知を開始又は調整することにより、又は診断ルーチンを開始又は調整すること
によって検出された併用療法に応答することができる。心筋療法ルーチンの例には、以下
に限定するものではないが、徐脈整調療法、電気的除細動療法又は除細動療法のような抗
頻脈ショック療法、抗頻脈整調療法（ＡＴＰ）、及び心臓再同期療法（ＣＲＴ）が含まれ
る。
【００６３】
　図１０には、ＣＲＭ療法を加えるように構成されたマイクロプロセッサベースの埋め込
み型装置を示している。当業者は、神経刺激療法を加えるために類似の装置を構成するこ
とができることを認識するであろう。例えば、この装置は、パルス列を送出して、神経に
おける望ましい活動電位を引き出すように構成される。一部の実施形態は、神経電極に神
経カフを用い、一部の実施形態は、血管内部の神経ターゲット（例えば、圧受容器又は化
学受容器）の刺激のための又は血管の近くを通る神経幹のような血管外神経ターゲットの
経血管刺激のための血管内電極を提供する。神経刺激ルーチンの例には、以下に限定する
ものではないが、身体的調整を提供するための療法、及び心室リモデリング、高血圧、睡
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、心筋の梗塞及び虚血、心不全、てんかん、うつ病、痛み、片頭痛、摂食障害及び肥満、
並びに運動障害に対する療法が含まれる。本発明の内容は、特定の療法に限定されない。
【００６４】
　当業者は、図に示して本明細書に説明するモジュール及び他の回路は、ソフトウエア、
ハードウエア、ファームウエア、及びソフトウエアとハードウエアの組合せを用いて実施
することができることを理解するであろう。
【００６５】
　本発明の開示に例証した方法は、本発明の内容の範囲にある他の方法を排除するように
意図しているものではない。本発明の開示を読んで把握すれば、当業者は、本発明の内容
の範囲にある他の方法を理解するであろう。上に識別した実施形態及び例証した一部の実
施形態は、必ずしも相互排他的であるとは限らない。これらの実施形態又はそれらの一部
は、組み合わせることができる。様々な実施形態では、本方法は、１つ又はそれよりも多
くのプロセッサによって実行される時にプロセッサにそれぞれの方法を達成させる一連の
命令を用いて実施される。様々な実施形態では、本方法は、磁気媒体、電子媒体、又は光
媒体のようなコンピュータアクセス可能媒体上に収容された１組の命令として実施される
。
【００６６】
　上述の詳細説明は例証であり、限定ではないことを意図している。以上の説明を読んで
理解すれば、他の実施形態は、当業者には明らかであろう。従って、本発明の範囲は、添
付の特許請求の範囲及びそのような特許請求の範囲が権利を与えられる均等物の全範囲に
関連して判断すべきである。
【符号の説明】
【００６７】
２０７　パルスを検出する段階
２０８　併用療法が存在することを示す段階
２０９　リアルタイムマーカ情報を格納又は呈示する段階
２１０　ＣＲＭの感知特徴を修正する段階
２１１　併用療法の存在中に収集された診断情報を他の期間のものと区別する段階
２１２　併用療法の検出に基づいてＣＲＭ療法又は機能を変更する段階
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