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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置検知の装置であって、
　被験者の身体に挿入されるように適合された、少なくとも１つの探査電極を含むプロー
ブと、
　前記身体の表面にそれぞれの位置で固着されるように適合された、複数の体表面電極と
、
　前記少なくとも１つの探査電極と前記複数の体表面電極との間で、電流を前記身体に通
過させるために、前記プローブ及び前記体表面電極に連結されるように適合され、前記複
数の体表面電極を通過する前記電流のそれぞれの特性を測定することによって、前記プロ
ーブの位置座標を反復して決定するように適合された、制御装置と、
　プロセッサであって、
　前記身体の被験者固有の骨格モデルを作成する工程と、
　前記プローブの挿入点から目標まで通じる前記身体内の前記プローブの目的の経路を前
記モデルの中に画定する工程と、
　前記反復して決定された位置座標を用いて、前記プローブ挿入中に前記プローブの実際
の経路を前記モデルの中で追跡する工程と、
　前記実際の経路が前記目的の経路と一致するかどうかを決定する工程と、を行うように
動作する、プロセッサと、を備える、位置検知の装置。
【請求項２】
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　前記少なくとも１つの探査電極が複数の電極を含み、電流を通過させることが、前記複
数の電極のうちの１つと前記複数の体表面電極のうちの選択されたものとの間に前記電流
のそれぞれを通すことを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記体表面電極のうちの少なくとも１つが、複数のロケーションパッドユニットを有す
るマルチロケーションパッドを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記プローブに配置された磁気センサを更に含み、前記プロセッサが、
　前記磁気センサによって生成された信号から追加の位置座標を算出する工程と、
　前記位置座標間の相関を前記追加の位置座標で決定する工程と、
　前記相関に反応して前記位置座標を精密化する工程と、を行なうように動作する、請求
項１に記載の装置。
【請求項５】
　磁気センサを有する手持ち式プローブを更に備え、前記プロセッサが、前記手持ち式プ
ローブが前記身体のそれぞれの目印に当てられたとき、
　前記磁気センサに磁場を印加する工程と、
　前記磁場に反応して前記磁気センサから信号を受け取る工程と、
　前記信号に反応して前記目印のそれぞれの位置を計算する工程と、
　前記目印の前記位置を基準位置として前記モデルの中に含める工程と、を行うように動
作する、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記体表面電極が、前記被験者の前記身体とガルバニック接触するように適合された複
数のロケーションパッドユニットを有するマルチロケーションパッドを含む、請求項１に
記載の装置。
【請求項７】
　前記ロケーションパッドユニットが、２０～４０ｍｍの間隔で離間して配置される、請
求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記ロケーションパッドユニットが動作体積を有し、直接隣接するロケーションパッド
ユニットの前記動作体積が重なり合う、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記ロケーションパッドユニットが、前記目標の近くで比較的密集して配置され、前記
プローブの前記目的の経路に沿った他のところでは、より散在して配置される、請求項６
に記載の装置。
【請求項１０】
　位置検知の装置の作動方法であって、
　前記装置が、
　プロセッサと、
　少なくとも１つの探査電極を含むプローブと、
　被験者の身体の表面にそれぞれの位置で固着されるように適合された、複数の体表面電
極と、
　前記少なくとも１つの探査電極と前記身体の表面の複数の位置に配置されたそれぞれの
導電性ロケーションパッドとの間で、電流を前記身体に通過させるために、前記プローブ
及び前記体表面電極に連結されるように構成され、前記複数の体表面電極を通過する前記
電流のそれぞれの特性を測定することによって、前記プローブの位置座標を反復して決定
するように構成された、制御装置と、を備え、
　前記プロセッサが、
　前記被験者の身体の被験者固有の骨格モデルを作成する工程と、
　前記プローブの挿入点から目標まで通じる前記身体内の前記プローブの目的の経路を前
記モデルの中に画定し、前記複数の位置が、前記プローブの前記目的の経路に沿って分布
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される工程と、
　前記反復して決定された位置座標を用いて、前記プローブの実際の経路を前記モデルの
中で追跡する工程と、
　前記実際の経路が前記目的の経路と一致するかどうかを決定する工程と、を行う、方法
。
【請求項１１】
　前記ロケーションパッドが、２０～４０ｍｍの間隔で離間して配置される、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ロケーションパッドが動作体積を有し、直接隣接するロケーションパッドの前記動
作体積が重なり合う、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの電極が複数の電極を含み、前記複数の電極のうちの１つと前記身
体の前記表面の前記複数の位置のうちの１つとの間で前記電流のそれぞれを通過させるよ
うに構成されている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ロケーションパッドが、前記複数の位置で前記身体とガルバニック接触させて固着
される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記導電性パッドの少なくとも１つが、複数のロケーションパッドユニットを有するマ
ルチロケーションパッドである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記プローブの実際の経路を追跡する工程が、前記反復して決定された位置座標を用い
て排他的に行なわれる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記プローブの実際の経路を追跡する工程が、別の撮像モダリティを用いて前記身体を
撮像することを避けながら行なわれる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の位置が、前記目標の近くで比較的密集して配置され、前記プローブの前記目
的の経路に沿った他のところでは、より散在して配置される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１９】
　前記プローブが磁気センサを含み、
　前記磁気センサによって生成された信号から追加の位置座標を算出する工程と、
　前記位置座標間の相関を前記追加の位置座標で決定する工程と、
　前記相関に反応して前記位置座標を精密化する工程と、を更に含む、請求項１０に記載
の方法。
【請求項２０】
　被験者固有の骨格モデルを作成する工程が、
　前記身体のそれぞれの目印に当てられた、磁気センサを有する手持ち式プローブから信
号を受け取る工程であって、
　　前記磁気センサに磁場を印加することと、
　　前記磁場に反応して前記磁気センサから信号を受け取る工程と、を含み、
　更に、前記信号に反応して前記目印のそれぞれの位置を計算することと、
　前記目印の前記位置を基準位置として前記モデルの中に含めることと、を含む、請求項
１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体内に置かれた物体の位置を検知することに関する。より具体的には、本
発明は、インピーダンス測定を用いたカテーテル追跡システムの改善に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　本明細書内で使用する特定の頭字語及び略語の意味については、表１に示す。
【０００３】
【表１】

【０００４】
　広範な医療処置は、身体内に、センサ、チューブ、カテーテル、分配装置、及び移植片
のような物体を配置することを伴う。これらの医療処置において、医師が物体及びその周
囲を可視化することを支援するためにリアルタイム撮像法がしばしば用いられる。しかし
ながら、多くの場合、リアルタイム三次元撮像は可能でなく、望ましくもない。代わりに
、内部物体の空間座標をリアルタイムで得るためのシステムがしばしば利用される。
【０００５】
　開示内容が参照によって本明細書に組み込まれる、米国特許第７，７５６，５７６号（
Ｌｅｖｉｎ）は、生体内に置かれたプローブの位置をほぼリアルタイムで決定することを
説明する。プローブの１つ又は２つ以上の電極と身体の表面に置かれた電極との間で、電
流が流される。プローブとそれぞれの体表面電極との間のインピーダンスが測定され、プ
ローブの三次元の位置座標がインピーダンス測定に基づいて決定される。身体の表面、及
び身体の表面の電極との接点のインピーダンスを変更するために、動的補償が提供される
。
【０００６】
　開示内容が参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００６／０１７３
２５１号（Ｇｏｖａｒｉ　ｅｔ　ａｌ．）及び同第２００７／００３８０７８号（Ｏｓａ
ｄｃｈｙ）は、プローブの電極と身体の表面の複数の位置との間で、電流を身体に通過さ
せることによって、プローブの位置を検知するインピーダンスに基づいた方法を説明する
。
【０００７】
　インピーダンスに基づいた追跡システムは、カテーテルの挿入部位に用いられる別の追
跡システム、例えば、透視検査、又は磁気共鳴撮像法などの撮像モダリティと組み合わせ
られる場合が多い。
【０００８】
　別のアプローチでは、開示内容が参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願第２
００７／００１６００７号（Ｇｏｖａｒｉ　ｅｔ　ａｌ．）は、磁気ベースとインピーダ
ンスベースとの複合型の位置検知システムを説明する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　２つの別個の追跡システムを用いるのではなく、本発明の実施形態は、挿入点から手術
部位までにわたる体積に沿ってカテーテルを追跡するために、１つの強化されたインピー
ダンス測定システムに依存する。複数の導電性の体表面パッドは、心臓の部位のパッドに
加えて、典型的には鼠径部、又は頚動脈に沿ってでもよい挿入の部位で、患者に取り付け
られる。後者は、心臓自体の内部のカテーテルの追跡を助ける。パッドはすべて、プロセ
ッサによって動作される、強化された有効電流位置（ＡＣＬ）システムに接続される。
【００１０】
　被験者の身体の被験者固有の骨格モデルを作成すること、プローブの挿入点から目標ま
で通じる身体内のプローブの目的の経路をモデルの中に画定すること、及び身体にプロー
ブを挿入すること、によって行われる、本発明の実施形態によるカテーテル挿入の方法が
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提供される。方法は更に、プローブ中の少なくとも１つの電極と身体の表面の複数の位置
に配置されたそれぞれの導電性ロケーションパッドとの間で電流を身体に通過させること
によって行われ、複数の位置は、プローブの目的の経路に沿って分布される。方法は更に
、複数の位置を通過する電流のそれぞれの特性を測定すること、及びプローブが挿入され
ている間に、測定された特性に反応してプローブの位置座標を反復して決定すること、に
よって行われる。方法は更に、反復して決定された位置座標を用いて、プローブの実際の
経路をモデル中で追跡すること、及び実際の経路が目的の経路と一致するかどうかを決定
すること、によって行われる。
【００１１】
　方法の態様によれば、ロケーションパッドは、２０～４０ｍｍの間隔で離間して配置さ
れる。
【００１２】
　方法の別の態様によれば、直接隣接するロケーションパッドの動作体積は重なり合う。
【００１３】
　方法の更に別の態様によれば、少なくとも１つの電極は複数の電極を含み、電流を通過
させることは、複数の電極のうちの１つと身体の表面の複数の位置のうちの１つとの間で
電流のそれぞれを通過させることを含む。
【００１４】
　方法の更に別の態様によれば、電流を通過させることは、導電性パッドを複数の位置で
身体とガルバニック接触させて固着させること、及び電流を導電性パッドに通過させるこ
とを含む。
【００１５】
　方法の別の態様によれば、導電性パッドの少なくとも１つは、複数のロケーションパッ
ドユニットを有するマルチロケーションパッドである。
【００１６】
　方法の更なる態様によれば、プローブの実際の経路を追跡することは、反復して決定さ
れた位置座標を用いて排他的に行なわれる。
【００１７】
　方法の更に別の態様によれば、プローブの実際の経路を追跡することは、別の撮像モダ
リティを用いて身体を撮像することを避けながら行なわれる。
【００１８】
　方法の１つの態様によれば、複数の位置は、目標の近くで比較的密集して配置され、プ
ローブの目的の経路に沿った他のところでは、より散在して配置される。
【００１９】
　方法の別の態様では、プローブは磁気センサを含み、磁気センサによって生成された信
号から追加の位置座標を算出すること、位置座標間の相関を追加の位置座標で決定するこ
と、及び相関に反応して位置座標を精密化すること、によって行われる。
【００２０】
　方法の更なる態様によれば、被験者固有の骨格モデルを作成することは、手持ち式プロ
ーブを身体のそれぞれの目印に当てることであって、その手持ち式プローブは磁気センサ
を有する、当てること、磁気センサに磁場を印加すること、磁場に反応して磁気センサか
ら信号を受け取ること、信号に反応して目印のそれぞれの位置を計算すること、及び目印
の位置を基準位置としてモデルの中に含めること、を含む。
【００２１】
　本発明の実施形態によれば、被験者の身体に挿入されるように適合された、少なくとも
１つの探査電極を有するプローブ、身体の表面にそれぞれの位置で固着されるように適合
された、複数の体表面電極、少なくとも１つの探査電極と複数の体表面電極との間で、電
流を身体に通過させるために、プローブ及び体表面電極に連結されるように適合され、複
数の体表面電極を通過する電流のそれぞれの特性を測定することによって、プローブの位
置座標を反復して決定するように動作する、制御装置、並びに、身体の被験者固有の骨格
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モデルを作成する工程、プローブの挿入点から目標まで通じる身体内のプローブの目的の
経路をモデルの中に画定する工程、反復して決定された位置座標を用いて、プローブ挿入
中にプローブの実際の経路をモデルの中で追跡する工程、及び実際の経路が目的の経路と
一致するかどうかを決定する工程を行なうように動作する、プロセッサ、を備える位置検
知の装置が更に提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明をより深く理解するため、発明の詳細な説明を実例として参照するが、発明の詳
細な説明は、同様の要素に同様の参照番号を付した以下の図面と併せ読むべきものである
。
【図１】本発明の実施形態による、位置追跡システムの概略的な絵図である。
【図２】本発明の実施形態による、図１に示されるカテーテルの遠位セグメントの概略図
である。
【図３】本発明の実施形態による、マルチロケーションパッドの拡大図である。
【図４】本発明の実施形態による、図１に示されるシステムで用いられてもよい手持ち式
プローブを図示する。
【図５】本発明の代替実施形態による、図１に示されるカテーテルの遠位セグメントの概
略図である。
【図６】本発明の実施形態による、スクリーン表示の被験者の骨格モデルの合成概略図で
ある。
【図７】本発明の実施形態による、骨格モデルのスクリーン表示を含む合成図である。
【図８】本発明の実施形態による骨格モデルのスクリーン表示である。
【図９】本発明の実施形態による、図８に示されるモデルの胸郭部位のスクリーン表示で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の説明では、本発明の様々な原理の深い理解を与えるため、多くの具体的な詳細に
ついて記載する。しかしながら、これらの詳細は、必ずしも、本発明の実施のために常に
すべてが必要とされるものではない点は当業者には明らかであろう。この場合、一般的な
概念を不要に曖昧にすることのないよう、周知の回路、制御論理、並びに従来のアルゴリ
ズム及び処理に対するコンピュータプログラム命令の詳細については詳しく示していない
。
【００２４】
　システムの説明
　ここで図面を参照し、まず図１を参照すると、本発明の実施形態による位置追跡システ
ム１０の略図的な描図である。システム１０のインピーダンスに基づいた位置追跡は、被
験者１４の心腔などの内部の体腔の中にカテーテル１２を挿入することにより行なわれる
。典型的には、カテーテル１２は、医師１６によって行なわれる、心臓の電位のマッピン
グ、又は心臓組織のアブレーションなどの、診断処置又は治療処置に使用される。あるい
は、カテーテル１２、又は他の体内器具は、それ自体で又は他の治療器具と一緒に、他の
用途に使用されてもよい。医療処置に関連するプロセッサ及び回路は、制御装置１８内に
ある。
【００２５】
　ここで図２を参照すると、図２は、本発明の実施形態による、カテーテル１２（図１）
の遠位セグメントの概略図である。遠位セグメント２０は、１つ又は２つ以上の電極２２
、２４、２６を含む。電極は、任意の好適な形状及び寸法であってもよく、電気生理学的
検知又はアブレーション用など他の用途にも用いられてもよい。電極は、制御装置１８（
図１）のドライバ及び測定回路に接続される。
【００２６】
　図１に戻って、システム１０内の追跡サブシステムは、有効電流位置確認サブシステム
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であり、ここで、粘着皮膚パッド２８などの複数の体表面電極が、体表面、例えば、被験
者１４の皮膚に連結される。パッド２８は、被験者１４の身体の表面とガルバニック接触
しており、そこから身体の表面の電流を受け取る。パッド２８は、医療処置に適切である
体表面の任意の都合の良い位置に置かれてもよい。典型的には、皮膚パッドは、離間して
配置されるが、挿入点３０から目標を覆う部位まで延びる経路に概ね沿って分布されるべ
きである。例えば、心臓への応用では、パッド２８は、鼠径部から胸部まで被験者１４の
身体に沿って置かれてもよく、胸部では、心臓の高分解能を提供するために、集中してい
る、すなわち、数が増え、より接近して間隔が置かれる。個々のロケーションパッドを採
用する本発明の実施形態では、「Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｋｉｎ　Ｉｍｐｅｄａｎ
ｃｅ」という名称の本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願公開第２００７／００６０
８３２号に説明されるロケーションパッドを、パッド２８として用いることができ、その
開示内容は参照により本明細書に組込まれる。
【００２７】
　心臓への応用では、導入中にカテーテルの目的の経路に沿って、パッド２８を２０～４
０ｍｍの間隔で位置決めすることで、操作者をガイドするために十分に実用的な分解能を
提供する。必要に応じて、ロケーションパッドは、例えば、腎動脈又は静脈、頸部の大血
管、並びに上腕動脈及び静脈など適宜、経路から望ましくない逸脱が生じる可能性がある
血管の経路に沿って位置決めされてもよい。
【００２８】
　パッド２８はまた、制御装置１８に、例えば、ケーブル３２を経由して連結される。制
御装置１８は、カテーテル１２と各パッド２８との間で測定され、パッド２８からの信号
に基づいて報告された電流に基づいて、被験者１４の身体内のカテーテル１２の位置座標
を決定する。制御装置１８は、被験者１４の身体内のカテーテルの位置を示すモニター３
４を駆動する。心臓への応用では、カテーテル１２は、心臓の電気解剖学的マップを生成
するために用いられてもよく、カテーテル１２の表示された位置は、そのマップ上に、又
は心臓の別の画像上に、重ね合わされてもよい。
【００２９】
　ＡＣＬサブシステムの体表面電極は、ボタン電極、針電極、皮下プローブ、又は図１に
示されるパッドなど、当該技術分野において周知の任意のタイプの体電極であってもよい
。
【００３０】
　追加的に、又は代わりに、１つ又は２つ以上の内部の体電極（図示せず）は、被験者１
４の身体とガルバニック接触して、身体内で位置決めされてもよい。制御装置１８は、内
部の体電極を通過する電流をモニターする。
【００３１】
　いずれの場合でも、カテーテルとＡＣＬサブシステムの電極との間を通る電流のそれぞ
れの特性が測定され、カテーテルの位置座標は、測定された特性に反応して決定される。
【００３２】
　ＡＣＬサブシステムの動作の詳細は、本発明の譲受人に譲渡された米国特許第７，８６
９，８６５号（Ｇｏｖａｒｉ　ｅｔ　ａｌ．）及び米国特許第８，４５６，１８２号（Ｂ
ａｒ－Ｔａｌ　ｅｔ　ａｌ．）に説明され、それらの開示内容は参照により本明細書に組
込まれる。要約すると、関心部位の異なる位置で、体電極とカテーテルとの間にそれぞれ
の組の較正電流が生成される。それぞれの組の較正電流と、異なる位置との間で、そのよ
うな部位のそれぞれに、それぞれの関係が導き出され、異なるそれぞれの関係、及び検査
ツールの電流に反応して、検査ツールの位置を決定するのに使用される。較正手順、及び
ある要因、例えば、位置変動、呼吸、及び心拍などの補償がある。ＡＣＬシステムを具現
化する１つの市販製品は、Ｂｉｏｓｅｎｓｅ　Ｗｅｂｓｔｅｒ，Ｉｎｃ．（３３３３　Ｄ
ｉａｍｏｎｄ　Ｃａｎｙｏｎ　Ｒｏａｄ，Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｂａｒ，ＣＡ　９１７６５）
より入手可能な、ＣＡＲＴＯ（登録商標）３システムである。このシステムは、本明細書
に記載される本発明の原理を具現化するように、当業者によって変更されることができる
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。
【００３３】
　動作
　ここで図３を参照すると、図３は、本発明の実施形態による、マルチロケーションパッ
ド３６の概略図である。挿入中にカテーテル３８の遠位端を追跡する１つの方法は、マル
チロケーションパッド３６を採用する。マルチロケーションパッド３６の有用な動作体積
が心臓４０を含むように、マルチロケーションパッド３６が患者に対して配置される。そ
のような状態は、動作体積Ｖ１　４４を有するパッドユニットＰ１　４２に一致し、心臓
４０を含む。プロセッサ４６は、マルチロケーションパッド３６を動作する。動作体積Ｖ
２　４８及び動作体積Ｖ３　５０は、患者の身体内に導入されるカテーテルが進む経路に
沿った領域を含む。動作体積Ｖ２　４８及び動作体積Ｖ３　５０はそれぞれ、パッドユニ
ットＰ２　５２及びパッドユニットＰ３　５４の有効範囲に一致する。
【００３４】
　マルチロケーションパッド３６に好適な導電素子は、上述の米国特許出願公開第２００
７／００６０８３２号に開示される。
【００３５】
　マルチロケーションパッド３６のパッドユニットは、カテーテル３８の遠位端の予期さ
れる経路を含む、重なり合う動作体積を有するように配置される。３つの体積が図３に示
されるが、任意の数の体積が使用されてもよい。パッドユニットは更に、図３に示される
ように、物理的に一緒に接続され、１つの大きな構造を形成してもよい。重なり合うパッ
ドユニットを用いることで、初期較正が行われ、体積Ｖ１　４４、Ｖ２　４８、Ｖ３　５
０がレジスタされると、更なるレジスタは必要としない。較正は、以下に説明するように
、既知の基準点を確立し、解剖学的画像モデルに基準点をレジスタすることによって、遂
行することができる。図３に従って構成されるとき、ＡＣＬサブシステムによって提供さ
れた位置情報は、挿入中に、他の撮像モダリティ、例えば、透視検査又は超音波に頼るこ
となく、カテーテル３８の追跡を可能にするのに十分である。
【００３６】
　これらの位置決め点は、上述のＣＡＲＴＯシステムの能力を用いて、患者固有の骨格の
枠組み又はモデルを組み立てるために用いられる。モデルが確立されると、血管及び心臓
などの内部構造がモデルに加えられ、被験者が男性か女性かによる精度の調整が行われる
。
【００３７】
　挿入中に、ＡＣＬサブシステムは、パッドユニットのうちの選択されたユニットから、
特に、その動作体積がカテーテル３８の遠位端の現在の位置を含む、又はそれに比較的近
いものから、誘導されたデータを処理してもよい。より離れたパッドユニットは、それら
の動作体積の中又は近くに遠位端が到達するまで、無視される又は非活動化されることが
できる。あるいは、パッドユニットは、ＡＣＬサブシステムのプロセッサの制御下で、カ
テーテル３８の通過中に、ＡＣＬサブシステムから選択的に接続及び切断されてもよい。
【００３８】
　第１の代替実施形態
　図１を再び参照すると、ＡＣＬサブシステムの精度を更に改善するために、電磁センサ
を収容している外部の手持ち式プローブ５６が、制御装置１８に接続される。システム１
０、例えば、ＣＡＲＴＯシステムは、磁気センサが磁場にさらされるときの磁気センサか
らの読み取りに基づいた、周知の磁気位置追跡能力（ＥＭ追跡）を有する。
【００３９】
　次に図４を参照すると、図４は、本発明の実施形態による、図１に示されるシステムで
用いられてもよい手持ち式プローブ５８の概略図である。プローブ５８は、近位端に、使
用者によって掴まれるハンドル６０を有する。遠位部分６２は、磁気センサ６４を含み、
それは、上述の米国特許第８，４５６，１８２号、又は本発明の譲受人に譲渡された米国
特許出願公開第２００９／０２２１９０７号に説明されたセンサであり得、開示内容は参
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照により本明細書に組込まれる。プローブ５８は、制御装置１８と無線で通信してもよく
、又は、図４に示されるように、ケーブル６６を用いて通信してもよい。
【００４０】
　手持ち式プローブ５６は、既知の患者固有の解剖学的目印と一致する位置決め点を確立
するために用いられる。手持ち式プローブ５６は、膝、肋骨、又は、身体の他の特異的な
部分などの特定の位置決め点で、被験者１４の皮膚に接触されてもよい。そのようなポイ
ントにおける磁気センサ６４の位置は、上述のＣＡＲＴＯシステムなどの磁気追跡システ
ムを有するシステム１０の実施形態によって、追跡及び記録されることができる。無線ポ
ジションセンサを用いて位置決め点を確立するための技法は、米国特許出願公開第２００
８／０２９４２５８号に教示され、その開示内容は参照により本明細書に組込まれる。こ
れらの技法は、ＡＣＬの既知の患者固有の解剖学的基準点を確認することによって、必要
に応じて、ＡＣＬサブシステムの精度を高めるために準用してもよい。
【００４１】
　第２の代替実施形態
　ここで図５を参照すると、図５は、本発明の代替実施形態による、カテーテル１２（図
１）の遠位セグメントの概略図である。ここで、遠位セグメント６８は、磁気センサ７０
を収容しており、それは上述の米国特許第８，４５６，１８２号に説明されるセンサであ
り得る。
【００４２】
　システム１０（図１）、例えば、ＣＡＲＴＯシステムは、磁気センサ７０からの読み取
りに基づく、周知の磁気位置追跡能力（ＥＭ追跡）を有する。上述されるような強化され
たＡＣＬサブシステムの精度は、マルチロケーションパッド３６（図３）から得られたイ
ンピーダンス測定を、磁気センサ７０によって提供された追加の位置情報と相関させるこ
とにより改善される。ＡＣＬサブシステムは、磁気センサ７０によって供給されたデータ
から計算された位置に一致するように、較正される、又は学習させてもよい。ＥＭ追跡シ
ステムは、カテーテル先端の位置及び配向をそれぞれ、およそ１ｍｍ及び１度の精度で、
典型的には提供する。ＥＭ追跡システムを用いるＡＣＬサブシステムの較正は、上述の米
国特許第８，４５６，１８２号に説明される。前述の実施形態と同様に、この実施形態の
システム１０の精度は、他の撮像モダリティに頼ることなく、カテーテル１２の導入を可
能にするのに十分である。
【００４３】
　第３の代替実施形態
　この実施形態では、図３に示されるマルチロケーションパッド３６は除外される。その
代わりに、図１に示されているように、個々のパッドが身体の表面に置かれる。パッド２
８は、インピーダンスによって計算される位置測定が精密さをあまり必要としない挿入領
域の上に、比較的散在して分布される。パッドは、精度がより重要である心臓部位に、比
較的数多く密集して配置される。例えば、心臓上のパッドの密度は、心臓から離れたパッ
ドの密度の２～３回が好適である。
【実施例】
【００４４】
　ここで図６を参照すると、図６は、本発明の実施形態によって生成された、被験者７４
の骨格モデル７２及びスクリーン表示装置７６の合成概略図である。ディスプレイ７６は
、ＡＣＬサブシステムに接続される。しかしながら、ロケーションパッドは明瞭に示すた
めに省略してある。手持ち式プローブ５６は、多くの解剖学的目印、すなわち、右肋骨縁
７８、左肋骨縁８０、右前腸骨棘８２、左前腸骨棘８４、右膝蓋骨８６、及び左膝蓋骨８
８がレジスタされている。これらの目印はそれぞれ、ディスプレイ７６上のグラフィック
表示９０、９２、９４、９６、９８、１００に相当する。示された目印は代表的なもので
あり、特定の医療処置の必要に応じて、他の目印が加えられてもよい。心電図トレース１
０２は、ディスプレイ１０４の下方部分に現われる。
【００４５】
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　ここで図７を参照すると、図７は、本発明の実施形態による骨格モデルのスクリーン表
示１０４を含む合成図である。基準骨格モデル１０６から得た内部解剖学的構造が、被験
者７４の患者固有のモデル１０８の上にマッピングされる（図６）。特に画像モデル１０
８に示されるのは、大動脈１１０、下大静脈１１２、及び心臓１１４である。胸骨上のく
ぼみ１１６及び鎖骨１１８、１２０の、追加の解剖学的目印が提供されている。
【００４６】
　ここで図８を参照すると、図８は、本発明の実施形態による骨格モデルのスクリーン表
示１２２である。患者固有のモデル１２４は、左下に示される。カテーテル１２８のシー
ス１２６は、左大腿静脈を経由するアプローチを用いて挿入された。モデル１２４の腹部
領域の拡大表示は、スクリーン表示１２２の最も大きな部分を占め、下大静脈１３２に位
置するカテーテル１２８の遠位端を表わすアイコン１３０を含む。アイコン１３０に示さ
れるように、カテーテル１２８の遠位端は、マッピング電極１３４を含んでもよい。
【００４７】
　ここで図９を参照すると、図９は、図８に描写されるカテーテル挿入手技の進行を示す
、本発明の実施形態によるモデル１２４（図８）の胸郭部位のスクリーン表示１３６であ
る。カテーテル１２８（図８）は胸郭に進み、心臓１１４の右心房に入るところである。
カテーテル１２８の遠位端のマッピング電極１３４は、電気活動を検知した。このイベン
トは、ディスプレイ１３６上に第２の心電図トレース１３８が出現することによって映し
出される。ＣＡＲＴＯシステムは、イベントを認識し、下静脈－右心房接合部として、マ
ッピング電極１３４の位置を特定する。モデル１２４は、患者の解剖学的構造をより正確
に表わすために、この目印の識別に反応して自動的に調節されてもよい。
【００４８】
　同様に、カテーテルが上大静脈を通して導入される手技において、トレース１３８の出
現は、マッピング電極１３４が上大静脈－右心房接合部に達したことを示す。
【００４９】
　図８及び図９に示されるカテーテル１２８の動きは、本明細書で説明するロケーション
パッドの追加によって強化されたＡＣＬサブシステムによって提供された情報を用いて追
跡される。ＡＣＬサブシステムによって提供された情報は更に、システム１０（図１）の
他のモジュールで、例えば、ＣＡＲＴＯシステムの素子によって、処理される。情報は１
～３ｍｍ内で十分に正確であり、他の撮像モダリティ、例えば、透視検査、磁気共鳴撮像
法（ＭＲＩ）、又は超音波検査に頼ることなく、ＡＣＬサブシステムを用いてカテーテル
を心臓の中に通す際に操作者をガイドするのに十分である。例えば、本明細書による強化
されたＡＣＬサブシステムは、カテーテルが分岐血管に逸脱するのを、操作者によって検
出される、又は自動的に検出されることを可能にする。後者の場合、システム１０は操作
者に警告を出す。
【００５０】
　当業者であれば、本発明は、上記に具体的に示し、説明したものに限定されない点は認
識されるところであろう。むしろ、本発明の範囲は、上記に述べた異なる特性の組み合わ
せ及び一部の組み合わせ、並びに上記の説明文を読むことで当業者には想到されるであろ
う、先行技術ではない変形及び改変をも含むものである。
【００５１】
〔実施の態様〕
（１）　カテーテル挿入の方法であって、
　被験者の身体の被験者固有の骨格モデルを作成する工程と、
　プローブの挿入点から目標まで通じる前記身体内の前記プローブの目的の経路を前記モ
デルの中に画定する工程と、
　前記プローブを前記身体に挿入する工程であって、前記プローブは、少なくとも１つの
電極を含む、工程と、
　前記少なくとも１つの電極と前記身体の表面の複数の位置に配置されたそれぞれの導電
性ロケーションパッドとの間で電流を前記身体に通過させる工程であって、前記複数の位
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置は、前記プローブの前記目的の経路に沿って分布される、工程と、
　前記複数の位置を通過する前記電流のそれぞれの特性を測定する工程と、
　前記プローブが挿入されている間に、前記測定された特性に反応して前記プローブの位
置座標を反復して決定する工程と、
　前記反復して決定された位置座標を用いて、前記プローブの実際の経路を前記モデルの
中で追跡する工程と、
　前記実際の経路が前記目的の経路と一致するかどうかを決定する工程と、を含む、方法
。
（２）　前記ロケーションパッドが、２０～４０ｍｍの間隔で離間して配置される、実施
態様１に記載の方法。
（３）　前記ロケーションパッドが動作体積を有し、直接隣接するロケーションパッドの
前記動作体積が重なり合う、実施態様１に記載の方法。
（４）　前記少なくとも１つの電極が複数の電極を含み、電流を通過させる工程が、前記
複数の電極のうちの１つと前記身体の前記表面の前記複数の位置のうちの１つとの間で前
記電流のそれぞれを通過させることを含む、実施態様１に記載の方法。
（５）　電流を通過させる工程が、導電性パッドを前記複数の位置で前記身体とガルバニ
ック接触させて固着させることと、電流を前記導電性パッドに通過させることと、を含む
、実施態様１に記載の方法。
【００５２】
（６）　前記導電性パッドの少なくとも１つが、複数のロケーションパッドユニットを有
するマルチロケーションパッドである、実施態様５に記載の方法。
（７）　前記プローブの実際の経路を追跡する工程が、前記反復して決定された位置座標
を用いて排他的に行なわれる、実施態様１に記載の方法。
（８）　前記プローブの実際の経路を追跡する工程が、別の撮像モダリティを用いて前記
身体を撮像することを避けながら行なわれる、実施態様１に記載の方法。
（９）　前記複数の位置が、前記目標の近くで比較的密集して配置され、前記プローブの
前記目的の経路に沿った他のところでは、より散在して配置される、実施態様１に記載の
方法。
（１０）　前記プローブが磁気センサを含み、
　前記磁気センサによって生成された信号から追加の位置座標を算出する工程と、
　前記位置座標間の相関を前記追加の位置座標で決定する工程と、
　前記相関に反応して前記位置座標を精密化する工程と、を更に含む、実施態様１に記載
の方法。
【００５３】
（１１）　被験者固有の骨格モデルを作成する工程が、
　手持ち式プローブを前記身体のそれぞれの目印に当てることであって、前記手持ち式プ
ローブは磁気センサを有する、当てることと、
　前記磁気センサに磁場を印加することと、
　前記磁場に反応して前記磁気センサから信号を受け取ることと、
　前記信号に反応して前記目印のそれぞれの位置を計算することと、
　前記目印の前記位置を基準位置として前記モデルの中に含めることと、を含む、実施態
様１に記載の方法。
（１２）　位置検知の装置であって、
　被験者の身体に挿入されるように適合された、少なくとも１つの探査電極を含むプロー
ブと、
　前記身体の表面にそれぞれの位置で固着されるように適合された、複数の体表面電極と
、
　前記少なくとも１つの探査電極と前記複数の体表面電極との間で、電流を前記身体に通
過させるために、前記プローブ及び前記体表面電極に連結されるように適合され、前記複
数の体表面電極を通過する前記電流のそれぞれの特性を測定することによって、前記プロ
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　プロセッサであって、
　前記身体の被験者固有の骨格モデルを作成する工程と、
　前記プローブの挿入点から目標まで通じる前記身体内の前記プローブの目的の経路を前
記モデルの中に画定する工程と、
　前記反復して決定された位置座標を用いて、前記プローブ挿入中に前記プローブの実際
の経路を前記モデルの中で追跡する工程と、
　前記実際の経路が前記目的の経路と一致するかどうかを決定する工程と、を行うように
動作する、プロセッサと、を備える、位置検知の装置。
（１３）　前記少なくとも１つの探査電極が複数の電極を含み、電流を通過させることが
、前記複数の電極のうちの１つと前記複数の体表面電極のうちの選択されたものとの間に
前記電流のそれぞれを通すことを含む、実施態様１２に記載の装置。
（１４）　前記体表面電極のうちの少なくとも１つが、複数のロケーションパッドユニッ
トを有するマルチロケーションパッドを含む、実施態様１２に記載の装置。
（１５）　前記プローブに配置された磁気センサを更に含み、前記プロセッサが、
　前記磁気センサによって生成された信号から追加の位置座標を算出する工程と、
　前記位置座標間の相関を前記追加の位置座標で決定する工程と、
　前記相関に反応して前記位置座標を精密化する工程と、を行なうように動作する、実施
態様１２に記載の装置。
【００５４】
（１６）　磁気センサを有する手持ち式プローブを更に備え、前記プロセッサが、前記プ
ローブが前記身体のそれぞれの目印に当てられたとき、
　前記磁気センサに磁場を印加する工程と、
　前記磁場に反応して前記磁気センサから信号を受け取る工程と、
　前記信号に反応して前記目印のそれぞれの位置を計算する工程と、
　前記目印の前記位置を基準位置として前記モデルの中に含める工程と、を行うように動
作する、実施態様１２に記載の装置。
（１７）　前記体表面電極が、前記被験者の前記身体とガルバニック接触するように適合
された複数のロケーションパッドユニットを有するマルチロケーションパッドを含む、実
施態様１２に記載の装置。
（１８）　前記ロケーションパッドユニットが、２０～４０ｍｍの間隔で離間して配置さ
れる、実施態様１７に記載の装置。
（１９）　前記ロケーションパッドユニットが動作体積を有し、直接隣接するロケーショ
ンパッドユニットの前記動作体積が重なり合う、実施態様１７に記載の装置。
（２０）　前記ロケーションパッドユニットが、前記目標の近くで比較的密集して配置さ
れ、前記プローブの前記目的の経路に沿った他のところでは、より散在して配置される、
実施態様１７に記載の装置。
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