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明 細 書

心筋電極

技術分野

０００1 従来より、例えば、心臓の冠状動脈バイパス手術等の開胸を伴ぅ，臓外科手術に

おいては、心室や心房に細動が発生して不整脈を引き起こし易いことから、心筋に

電気刺激を与えて細動の除去を図ることが行われている。この場合には、例えば、特

許文献 に開示されているよぅな心筋電極が用いられることがある。特許文献 の心

筋電極は、体外式の心臓ぺ一スメーカーの陽極端子及び陰極端子にそれぞれ接続

される2 本のリード線と、これらリード線の末端側にそれぞれ接続される2 つの電極部

と、これら電極部を互いに間隔をあけて保持する基板とを備えている。該基板は、シリ

コーンゴム等の絶縁性を有する材料からなるものであり、この基板に2 つの電極部の

埋込部が埋め込まれている。

０００2 この心筋電極によれば、基板から露出した電極部の通電面を心臓の表面に接触さ

せた状態で心臓ぺ一スメーカーを作動させると、該心臓ぺ一スメーカーの電流がリー

ド線及び電極を介して心筋に流れることで該心筋に電気刺激が与えられて細動が除

去されるよぅになる。

０００3 また、上記心筋電極は、人工心肺装置を用いないで拍動下で行われる心臓外科

手術中に、心臓の動きが悪ィビした場合に、心筋に電気刺激を与えることで、正常調

律に回復させてその調律を維持する際にも使用される。さらに、上記心筋電極は、人

工心肺装置を用いて心停止状態で行われる心臓外科手術において、心臓の拍動を

再開させる場合に、心筋に電気刺激を与える際にも使用される。

０００4 上記心筋電極の製造時、2 つの電極部の埋込部が埋め込まれた基板を成形する

際には、一般に、基板の成形型のキヤビテイに2 つの電極部を配置した後、該キヤビ

テイに流動状態の樹脂等の材料を流入させて硬ィビさせる、いわゆるインサート成形が

行われている。

特許文献 1 特開2 ００4 89384号公報

発明の開示



発明が解決しようとする課題

０００5 ところが、特許文献 のょぅに2つの電極部の埋込部が埋め込まれた状態の基板を

成形する際に、成形型のキヤビテイに2つの電極部を配置してから材料を流し込むょ
ぅにすると、キヤビテイに流入した材料の流動にょり両電極部が所定位置から動くこと

がある。これら電極部が所定位置から動いたまま基板の材料が硬ィビすると、心筋電

極の2つの電極部の間隔が所期の間隔ょりも狭くなり過ぎたり広くなり過ぎたりするこ

とになる。こぅなると、心臓へ電気刺激を狙い通りに与えることができなくなり、細動の

効果的な除去や、正常調律の回復、心停止状態からの拍動の回復が難しくなってし

まぅ。

０００6 そこで、2つの電極部を基板の成形型に保持できるょぅにして基板の成形時に電極

部が所定位置から動かないょぅにすることが考えられる。しかしながら、このょぅにした

場合には、電極部を保持して動かないょぅにするための構造を基板の成形型に設け

なければならず、該成形型の構造が複雑になって型費の高騰を招き、ひいては、心

筋電極のコストが高くなってしまぅ。

０００7 本発明は斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、複数の電

極部の埋込部が埋め込まれた基板を成形する場合に心臓ぺ一スメーカーと電極部と

を接続する既存のリード線を利用して電極部の間隔を設定できるょぅにすることで、

基板の成形型の構造が複雑ィビするのを回避しながら、電極部間の間隔を所期の間

隔で保持できるょぅにして心筋電極のコストを低減することにある。

課題を解決するための手段

０００8 上記 目的を達成するために、本発明では、第2電極部に接続されたリード線を第

電極部に絶縁した状態で固定し、このリード線にょり第 電極部及び第2電極部の間

隔を設定するょぅにした。

０００9 具体的には、第 の発明では、第 電極部及び第2電極部と、上記第 電極部及び

第2電極部と心臓ぺ一スメーカーとをそれぞれ接続する第の一ド線及び第2リード線

と、上記第 電極部に設けられた第 埋込部及び第2電極部に設けられた第2埋込部

が埋め込まれた状態で成形された絶縁性を有する基板とを備え、上記第 電極部及

び第2電極部は、通電面を上記基板から露出させかつ互いに間隔をあけて配置され



、上記第2リード線の電極部側は、上記第2埋込部に接続されるとともに絶縁された

状態で上記第 埋込部に固定され、該第2リード線の電極部側により上記第 電極部

及び第2電極部の間隔が設定されている構成とする。

００1０ この構成によれば、第2リード線が第2埋込部に接続されて該第2リード線と第2電

極部とが一体ィビし、さらに、この第2リード線は第 埋込部に絶縁された状態で固定さ

れて第 電極部と一体化する。これにより、第 電極部及び第2電極部の間隔は第2リ

ード線により設定される。従って、第2リード線により第 電極部及び第2電極部の間

隔が所期の間隔で保持される。

００11 そして、基板を成形する際には、第 電極部及び第2電極部を第2リード線の電極

部側と共に成形型のキャビテイに配置した後、該キャビテイに流動状態の材料を流入

させる。このとき、第 電極部及び第2電極部の間隔が第2リード線により所期の間隔

で保持されているので、キャビテイに流入した材料の流れが第 電極部や第2電極部

に当たっても、これら電極部の間隔が狭くなり過ぎたり広くなり過ぎたりするのを抑制

することが可能になる。

００12 第2の発明では、第 の発明において、第 電極部及び第2電極部の通電面は、基

板の一側面にのみ露出している構成とする。

００13 この構成によれば、基板の一側面を心臓側に向けて第 電極部及び第2電極部の

通電面を心臓に接触させることで、上記電極部の通電面が、電気刺激の不要な他の

生体組織に接触することはない。これにより、心臓ぺ一スメーカーの電流が心筋にの

み流れて、他の生体組織に流れてしまぅのを抑制することが可能になる。

００14 第3の発明では、第 の発明において、基板には、第 埋込部及び第2埋込部が埋

め込まれている電極部保持部と、該電極部保持部から生体組織に接触するよぅに延

びる延出部とが設けられている構成とする。

００15 この構成によれば、第 電極部及び第2電極部の通電面を心臓に接触させると、電

極部保持部から延びる延出部が心臓やその周囲の生体組織に接触する。これにより

、電極部保持部が安定し、通電面が心臓の表面から離れるのを抑制することが可能

になる。

００16 第4の発明では、第3の発明において、基板の電極部保持部と延出部との間には、



該電極部保持部から延出部を離脱させるための分離起点部が設けられている構成と

する。

００17 この構成によれば、基板の延出部が不要な場合には、該延出部を電極部保持部か

ら容易に離脱させて基板を小型ィビすることが可能になる。これにより、第 電極部及

び第2電極部を胸腔の狭い箇所に配置することが可能になる。

００18 第5の発明では、第4の発明において、基板の電極部保持部は、胸腔内に浸出し

た体液を外部に排出するドレン管に挿通可能に形成されている構成とする。

００19 この構成によれば、例えば開胸を伴ぅ心臓外科手術が終了した後に電極部を基板

と共に胸腔内に留置して経過を観察する場合に、心筋電極が不要になったタイミン

グで、ドレン管を介して電極部及び基板を胸腔内から取り出すことが可能になる。

００2０ 第6の発明では、第 の発明において、第 埋込部及び第2埋込部は、基板の延び

る方向に沿って延びるよぅに形成されている構成とする。

００2 1 この構成によれば、第 埋込部及び第2埋込部が基板に沿ぅ方向に延びているの

で、第 電極部及び第2電極部が基板に対し安定して保持される。

００22 第7の発明では、第 の発明において、第 埋込部には、基板に沿ぅ方向に貫通す

る貫通孔が形成され、第2リード線の電極部側は、上記貫通孔に挿通して該貫通孔

の周縁に係合することにより上記第 埋込部に固定されている構成とする。

００23 この構成によれば、第2リード線を第 埋込部の内部を通して該第 埋込部に固定

することが可能になる。

発明の効果

００24 第 の発明によれば、第2電極部の第2埋込部に第2リード線を接続し、この第2リー

ド線を第 埋込部に絶縁した状態で固定し、両電極部の間隔を第2リード線で設定す

るよぅにしたので、第 埋込部及び第2埋込部が埋め込まれた状態の基板を成形する

成形型の構造を複雑ィビすることなく第 電極部及び第2電極部の間隔を所期の間隔

で保持することができる。これにより、基板の成形型の型費を安価にできてコストを低

減することができる。

００25 第2の発明によれば、第 電極部及び第2電極部の通電面を基板の一側面にのみ

露出させたので、心筋にのみ電気刺激を与え、電気刺激の不要な生体組織に電気



刺激を与えないよぅにして低侵襲な治療を行ぅことができる。

００26 第3の発明によれば、電極部保持部から延びる延出部を生体組織に接触させること

で電極部保持部を安定させることができる。これにより、通電面が心臓の表面から離

れるのを抑制することができて、電気刺激を心筋に確実に与えることができる。

００27 第4の発明によれば、電極部保持部と延出部との間に分離起点部を設けたので、

延出部を電極部保持部から容易に離脱させて基板を小型ィビすることができる。これ

により、電極部を胸腔の狭い箇所に素早くかつ簡単に配置することができる。

００28 第5の発明によれば、胸腔内に留置した状態の電極部及び基板を該胸腔内から取

り出す際に、腹胸部に取り出し用の切開を行ぅことなく、胸腔内の体液を排出するた

めのドレン管を介して取り出すことができるので、より低侵襲な治療を行ぅことができる

００29 第6の発明によれば、第 埋込部及び第2埋込部が基板に沿ぅ方向に延びるよぅに

形成されているので、第 電極部及び第2電極部を基板に対し安定して保持すること

ができて、心筋に電気刺激を確実に与えることができる。

００3０ 第7の発明によれば、第2リード線を第 埋込部の貫通孔に挿通して該貫通孔の周

縁に係合させることにより第 埋込部に固定するよぅにしたので、第2リード線を第 埋

込部の内部を通して配置することができて、第 電極部と第2リード線とをコンパクトに

まとめることができる。

００3 1 図 本発明の心筋電極を示し、 a 平面図であり、(b) は側面図であり、(c) は (a)

の 矢視図である。

図2 第 電極部を示し、(a) 平面図であり、(b)は貫通孔が開口している側から見

た側面図である。

図3 第の一ド線及び第2リード線の平面図である。

図4 第の一ド線及び第2リード線に第 電極部及び第2電極部を接続した状態の平

面図である。

図5 心筋電極を拍動下の冠状動脈バイパス手術中に使用した状態を説明する図で

ある。



図6 心筋電極を冠状動脈バイパス手術が終わった後に使用した状態を説明する図

である。

図7 第がレン管の一端側から基板を突出させた状態を示す平面図である。

図8 実施形態の変形例 に係る図7相当図である。

図9 実施形態の変形例2に係る図 (a) 相当図である。

図1０実施形態の変形例3に係る図 相当図である。

図11 実施形態の変形例3に係る図6相当図である。

図12 実施形態の変形例4に係る図 相当図である。

図13 実施形態の変形例5に係る図 (b)相当図である。

符号の説明

００32 心筋電極

０ 第 電極部

4 貫通孔

5 第 埋込部

2０ 第2電極部

25 第2埋込部

3０ 基板

3 電極部保持部

32 延出部

34 溝 (分離起点部)

4０ 第の一ド線

5０ 第2リード線

6０ 第 ドレン管

P 心臓ぺ一スメーカー

発明を実施するための最良の形態

００33 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、以下の好ま 、

実施形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途

を制限することを意図するものではない。



００34 図 は、本発明の実施形態に係る心筋電極 を示すものである。この心筋電極 は

、例えば冠状動脈バイパス手術中及びその術後に心室や心房に細動が発生した場

合に、心筋に電気刺激を与えて細動を除去する際に用いられるものである。また、心

筋電極 は、例えば、人工心肺装置 (図示せず)を用いないで拍動下で行われる心

臓外科手術中に、心臓の動きが悪ィビした場合に、心筋に電気刺激を与えることで、

正常調律に回復させてその調律を維持する際にも使用され、さらに、人工心肺装置

を用いて心停止状態で行われる心臓外科手術において、心臓の拍動を再開させる

場合に、心筋に電気刺激を与える際にも使用される。

００35 心筋電極 は、第 電極部 ０及び第2電極部2０と、該第 電極部 ０及び第2電極

部2０を互いに間隔をあけて保持する基板3０と、上記第 電極部 ０及び第2電極部

2０と心臓ぺ一スメーカーP (図5及び図6に示す) とをそれぞれ接続する第の一ド線4

０及び第2リード線5０とを備えている。この心筋電極 が接続される心臓ぺ一スメーカ

ーPは、従来より医療現場で広く用いられている体外式のものであり、所望のパルス

電流を流すよぅに構成されている。

００36 上記第 電極部 ０は、図2に示すよぅに、板状の矩形部皿と該矩形部 の一側面

から突出する板状の円形部 2とを備えており、これら矩形部皿と円形部 2とは一体

に形成されている。矩形部皿の厚みは、図 (b)及び図 c に示すよぅに、上記基

板3０の厚みよりも薄く設定されている。この矩形部皿と、上記円形部 2における矩

形部皿側の部位とで上記基板3０に埋め込まれる第 埋込部 5が構成されている。

この矩形部 、基板3０に埋め込まれた状態で該基板3０の延びる方向に沿って

延びるよぅに配置されている。

００37 上記矩形部皿には、該矩形部皿の縦面に開口して該矩形部皿の延びる方向に

貫通する2つの貫通孔 3 4が間隔をあけて設けられている。これら貫通孔 3 4

は、同じ形状とされており、その内径は上記第の一ド線4０及び第2リード線5０の電

極部側が挿通可能な大きさとされている。

００38 上記円形部 2の外寸は矩形部皿の外寸よりも 心く設定されている。この円形部

2は、該矩形部 の一側面の略中央部に位置している。従って、第 電極部 ０の

平面視で円形部 2の周囲から矩形部皿が延出した状態となっている。このよぅに矩



形部皿を円形部 2よりも大きくし、かつ基板3０に沿ぅ方向に延びるよぅに形成したこ

とで、第 電極部 ０が基板3０に対し安定して保持される。

００39 上記第 埋込部 5が基板3０に埋め込まれた状態で、上記円形部 2における矩形

部 と反対側は、該基板3０の一側面のみから突出して露出している。この円形き

2の基板3０から突出した部分が通電面 2aとされている。また、上記第2電極部2０は

、上記第 電極部 ０と同様に構成されており、2つの貫通孔23 24を有する矩形部

2 と通電面22a を有する円形部22とを備え、矩形部2 と、上記円形部22における

矩形部2 側の部位とで上記基板3０に埋め込まれる第2埋込部25が構成されている

００4０ 上記第の一ド線4０は、図3にも示すよぅに、細い鋼線を撚って構成された導線を樹

脂等の被覆材4 で覆ってなるものである。第の一ド線4０の一端部には、上記心臓

ぺ一スメーカーPの陽極端子に接続される接続部42 (図3にのみ示す) が設けられて

いる。第の一ド線4０の他端側である電極部側は、図 に示すよぅに、第 電極部 ０

の矩形部皿と共に基板3０に埋め込まれている。第の一ド線4０の電極部側の端部

には、導線を覆ぅよぅに形成された金属製の筒状カバー43が固定されている。このカ

バー43の中心線方向の寸法は、第 電極部 ０の貫通孔 3 4の中心線方向の寸

法よりも長く設定されている。第の一ド線4０の電極部側の端部は、上記カバー43が

固定された状態で第 電極部 ０の一方の貫通孔 3に挿入され、該第 電極部 ０は

カバー43を介して導線と電気的に接続されている。

００41 上記カバー43の中心線方向両端部は、上記一方の貫通孔 3に挿入された状態

で該貫通孔 3の両端開口からそれぞれ突出している。カバー43の貫通孔 3から突

出した部分が押しつぶされていて、該カバー43の幅が貫通孔 3の開口幅よりも広く

なっている。これにより、カバー43が貫通孔 3の周縁に係合して第の一ド線4０の電

極部側の端部が貫通孔 3から抜けるよぅになるのが阻止される。

００42 上記第2リード線5０は、図3にも示すよぅに、上記第 一ド線4０と同様に導線を被

覆材5 で覆ってなるものであり、一端部には、心臓ぺ一スメーカーPの陰極端子に

接続される接続部52が設けられている。第2リード線5０の他端側である電極部側は

、上記第の一ド線4０の電極部側よりも長く形成され、第2電極部2０の矩形部2 と共



に基板3０に埋め込まれている。第2リード線5０の電極部側の端部には、第の一ド線

4０のカバー43と同様なカバー53が設けられており、この第2リード線5０の電極部側

の端部が第2電極部2０の一方の貫通孔23に挿入された状態で、該貫通孔23の周

縁にカバー53が係合するよぅになっている。尚、図 の符号49は樹脂製のリード線カ

バーである。

００43 上記第2リード線5０のカバー53よりも接続部52側は、被覆材5 とは別の絶縁材5

4で覆われている。絶縁材54の外径は、第 電極部 ０の他方の貫通孔 4の内径よ

りも大きめに設定されていて、この絶縁材54で被覆された部分を上記貫通孔 4に挿

通することにより、該絶縁材54が貫通孔 4の周縁に係合して第2リード線5０が第

電極部 ０に固定された状態になる。つまり、第 電極部 ０と第2電極部2０とは第2リ

ード線5０を介して一体ィビされており、このときの第 電極部 ０と第2電極部2０との間

隔は、各電極部 ０ 2０の第2リード線5０に対する固定位置で任意に設定することが

可能になっている。尚、第2電極部2０の他方の貫通孔24は両端が開放されている。

００44 上記基板3０は、図 に示すよぅに、例えばシリコーンゴム等の絶縁性を有する材料

で構成されており、全体として円盤状をなしている。この基板3０は、該基板3０の中心

部を通って径方向両端に亘って細長く延びるよぅに形成された電極部保持部3 と、

該電極部保持部3 の長手方向に延びる両縁部から該電極部保持部3 の外力へ延

出するよぅに形成された2つの延出部32とを備えている。電極部保持部3 には、上

記第 埋込部 5及び第2埋込部25が該電極部保持部3 の長手方向に間隔をあけ

て配置された状態で埋め込まれている。電極部保持部3 と延出部32との間には溝3

4が形成されている。該溝34は、図 c に示すよぅに、基板3０の一側面に開ロする

略 字状断面を有し、延出部32を電極部保持部3 から離脱させるための分離起点

部を構成している。

００45 次に、上記のよぅに構成された心筋電極 を製造する場合について説明する。まず

、第の一ド線4０の電極部側を第 電極部 ０の貫通孔 3に挿通して該第 電極き

に固定する。また、第2リード線5０の電極部側を第 電極部 ０の貫通孔 4に挿通

し、第2リード線5０の絶縁材54で被覆された部分を貫通孔 4内に位置付けて該貫

通孔 4の周縁に係合させる。これにより、第2リード線5０が絶縁された状態で第 埋



込部 5に固定される。その後、第2リード線4０の電極部側端部を第2電極部2０の貫

通孔23に挿通して該第2電極部2０に固定する。この第 電極部 ０及び第2電極部2

の間隔は、心筋に電気刺激を狙い通りに与えることができる寸法とされている。

００46 次いで、基板3０を成形する成形型 (図示せず)のキヤビテイに、第 電極部 ０及び

第2電極部2０を第の一ド線4０及び第2リード線5０の電極部側と共に配置する。成

形型を型閉じした後、キヤビテイに基板3０の材料を流動状態で流入させると、該材料

の流れが第 電極部 ０及び第2電極部2０に当たるよぅになる。このとき、第 電極部

０及び第2電極部2０の間隔が第2リード線5０により所期の間隔で保持されているの

で、第 電極部 ０及び第2電極部2０の間隔が狭くなり過ぎたり広くなり過ぎたりする

のを抑制することが可能になる。そして、キヤビテイ内の材料が固ィビすると、成形型を

開いて基板3０を脱型することで、第 電極部 ０及び第2電極部2０の埋込部 5 25

がインサート成形された基板3０を備えた心筋電極 が得られる。

００47 次に、拍動下の冠状動脈バイパス手術中に上記心筋電極 を使用する場合につい
て、図5に基づいて説明する。図5の符号59は、切開した胸部を開いた状態で保持

するための開胸器である。まず、基板3０の一側面を心臓 に向けた状態で該心臓

上に置くと、通電面 2"、22"が心臓 に接触する。このとき、基板3０の電極部保持

部3 から延びる延出部32が心臓 に接触するので、拍動下においても電極部保持

部3 を安定させることが可能になり、通電面 2a 22aが心臓 から離れるよぅになる

のが回避される。

００48 そして、心臓ぺ一スメーカーPを作動させると、該心臓ぺ一スメーカーPからの電流

が第の一ド線4０から第 電極部 ０に流れるとともに、第2リード5０から第2電極部2０

に流れる。これら第 電極部 ０及び第2電極部2０から心筋に電気刺激が与えられる

。このとき、第 電極部 ０及び第2電極部2０の間隔を上述の如く所期の間隔としてい
るので、心筋へ電気刺激は狙い通りになり、細動が効果的に除去される。

００49 また、第 電極部 ０及び第2電極部2０の通電面 2a 22a が基板3０の一側面に

のみ露出しているので、通電面 2a 22aが電気刺激の不要な他の生体組織に接触

することはなく、心臓 の必要な部位にのみ接触する。これにより、心臓ぺ一スメーカ

ーPの電流が心筋にのみ流れて、他の生体組織に流れてしまぅのを抑制することが



可能になる。

００5０ また、第 電極部 ０及び第2電極部2０を胸腔 内の狭い箇所に配置する場合には

、延出部32を電極部保持部3 から離脱させて基板3０を小型にすることで容易に配

置することが可能である。この際、延出部32を2つとも電極部保持部3 から離脱させ

てもよ 、 つだけ離脱させてもよい。

００5 1 次に、冠状動脈バイパス手術が終わった後に、上記心筋電極 を使用する場合に

ついて、図6及び図7に基づいて説明する。この冠状動脈バイパス手術が終わった後

には、胸腔 内に浸出する体液を第がレン管6０及び第2ドレン管6 を用いて胸腔

外に排出することが行われる。このときに用いられるドレン管6０ 6 は、樹脂材を円

管状に成形してなるものである。基板3０の電極部保持部3 の幅は、上記ドレン管6

、6 の内径はよりも 心く設定されており、電極部保持部3 がドレン管6０ 6 の内

部を挿通するよぅになっている。

００52 上記第がレン管6０は、一端側が心臓 と横隔膜Cとの間に挿入され、他端側が胸

腔 外へ突出するよぅに配置されるものである。また、第2ドレン管6 は、一端側が心

臓 の上部近傍に挿入され、他端側が胸腔 外へ突出するよぅに配置されるもので

ある。

００53 この場合では、図7に示すよぅに、基板3０の延出部32を2つとも電極部保持部3

から離脱させるとともに、この基板3０を第がレン管6０内に挿通して該第がレン管6

の一端側から突出させておく。そして、上記手術が終わると、第がレン管6０を基板

3０と一緒に心臓 と横隔膜Cとの間に挿入し、第がレン管6０の他端側を切開部

から胸腔 外へ突出させる。このとき、基板3０は、通電面 2a 22aを心臓 に向け

た状態にして該心臓 と横隔膜Cとで挟んで固定しておく。これにより、両通電面 2a

22 が心臓 に接触する。上記第2ドレン管6 も一端側から胸腔 内に挿入し、他

端側を切開部S 2から胸腔 外へ突出させる。上記第がレン管6０及び第2ドレン管6

の他端部には、胸腔 内から排出された体液を貯留するための貯留袋 (図示せず)

がそれぞれ取り付けられている。

００54 そして、心臓ぺ一スメーカーPを作動させると、該心臓ぺ一スメーカーPからの電流

が心筋に流れる。このときも、第 電極部 ０及び第2電極部2０の間隔を所期の間隔



としているので、細動が効果的に除去される。また、通電面 2a 22a が基板3０の一

側面にのみ露出しているので、横隔膜Cに電気刺激が与えられることはない。

００55 手術後に容態が安定してきたら、第 電極部 ０、第2電極部2０及び基板3０を胸腔

から取り出す。この取り出し時には、第の一ド線4０及び第2リード線5０を接続部42

52側から引っ張ると、基板3０が第 電極部 ０側から第がレン管6０内に引き込ま

れていく。これら第の一ド線4０及び第2リード線5０をさらに引っ張ると、第 電極き

、第2電極部2０及び基板3０を第がレン管6０の内部を通して胸腔 外へ取り出す

ことができる。これにより、第 電極部 ０、第2電極部2０及び基板3０を取り出すため

に胸腹部に切開を行わなくてもよい。

００56 以上説明したよぅに、この実施形態に係る心筋電極 によれば、第2電極部2０に接

続される第2リード線5０を第 電極部 ０に固定し、該第2リード線5０により第 電極

部 ０及び第2電極部2０の間隔を設定するよぅにしたので、第 埋込部 5及び第2埋

込部25が埋め込まれた状態の基板3０を成形する際に、成形型の構造を複雑ィビする

ことなく、第 電極部 ０及び第2電極部2０の間隔を所期の間隔で保持することがで

きる。これにより、基板3０の成形型の型費を安価にしてコストを低減することができる

００57 また、第 電極部 ０及び第2電極部2０の通電面 2a 22aを基板3０の一側面にの

み露出させたので、心筋にのみ電気刺激を与え、電気刺激の不要な生体組織に電

気刺激を与えないよぅにして低侵襲な治療を〒ぅことができる。

００58 また、基板3０には、電極部保持部3 と、該電極部保持部3 から生体組織に接触

するよぅに延びる延出部32とを設けたので、第 電極部 ０及び第2電極部2０の通電

面 2a 22aを心臓 に接触させたときに、延出部32を心臓 やその周囲の生体組

織に接触させて、電極部保持部3 を安定させることができる。これにより、通電面 2

a、22a が心臓 の表面から離れるのを抑制することができて、電気刺激を心筋に確

実に与えることができる。

００59 また、基板3０の電極部保持部3 と延出部32との間に溝34を設けたので、延出部

32を電極部保持部3 から容易に離脱させて基板3０を小型ィビすることが可能になる

。これにより、第 電極部 ０及び第2電極部2０を胸腔 の狭い箇所に挿入する場合



に、挿入作業を素早くかつ簡単に行ぅことができる。

００6０ また、基板3０の電極部保持部3 を第 ドレン管6０に挿通可能に形成したので、術

後、第 電極部 ０及び第2電極部2０を胸腔 内に留置して経過を観察した後に電

気刺激が不要になったタイミングで、胸腹部に切開を〒ぅことなく第 電極部 ０、第2

電極部2０及び基板3０を取り出すことができる。これにより、より低侵襲な治療を〒ぅこ

とができる。

００6 また、矩形 i 2 を、基板3０の延びる方向に沿って延びるよぅに形成したので、

第 電極部 ０及び第2電極部2０を基板3０に対し安定して保持することができる。

００62 また、矩形部皿には、基板3０に沿ぅ方向に貫通する貫通孔 4を形成し、第2リード

線5０の電極部側を、上記貫通孔 4に挿通して該貫通孔 4の周縁に係合させること

により第 電極部 ０を固定するよぅにしたので、第2リード線5０を矩形部皿の内部に

配置することができて、第 電極部 ０及び第2リード線5０をコンパクトにまとめること

ができる。

００63 また、心臓外科手術において従来から用いられている電極針タイプや、鰐 ロクリッ
プ付きタイプの心筋電極では、心筋に傷が付いてダメージを与えることがあるが、本

実施形態に係る心筋電極 は、第 電極部 ０及び第2電極部2０を心筋に当ててお
くだけでよいので、心筋にダメージを与えること無く低侵襲に電気刺激を与えることが

できる。

００64 尚、図8に示す変形例 のよぅに、電極部保持部3 の第 電極部 ０側の縁部に、

基板3０を第 ドレン管6０に引き込む際に該基板3０を第 ドレン管6０内に案内する

ガイド部7０を設けてもよい。このガイド部7０は、電極部保持部3 からリード線4０ 5０

の接続部42 52側へ向けて突出するよぅに形成されており、リード線4０ 5０の接続

部42 52側へ行くほど該リード線4０ 5０の中心線に接近するよぅな形状とされてい
る。これにより、胸腔 内に配置した状態の基板3０を第 ドレン管6０を介して取り出

す際に、ガイド部7０が第ェドレン管6０の開口周縁に摺接して基板3０の全体が第が
レン管6０の内部にスムーズに導かれるよぅになる。

００65 また、図9に示す変形例2のよぅに、電極部保持部3 の縁部近傍に厚み方向に貫

通する孔部7 を設けてもよい。これにより、電極部保持部3 を心臓 と横隔膜Cとの



間に配置した後、孔部7 に糸を通して心臓 の表面組織に縫いつけることが可能に

なり、電極部保持部3 を所定位置で保持することができる。

００66 また、図 ０及び図 に示す変形例3のよぅに、電極部保持部3 の通電面 2a 22

aと反対側の面に、該電極部保持部3 を心臓 の表面に押し付けるためのバルーン

8０を設けてもよい。このバルーン8０は、基板3０よりも大型の円形に形成され電極部

保持部3 に例えば接着剤等を用いて接着されている。バルーン8０には、該バルー

ノ8０の内部空間に連通する送気管8 の一端部が接続されている。この送気管8 は

、柔軟性を有する樹脂材からなり、第 ドレン管6０の内径よりも小径に形成されている

。送気管8 の他端部には、空気の注入器82が接続されている。この注入器82は、

例えば注射器等で構成することが可能である。

００67 上記変形例3では、バルーン8０内から空気を抜いた状態 (図 ０(b) に仮想線で示

す で、図皿に示すよぅに、バルーン8０及び電極部保持部3 を心臓 と横隔膜Cと

の間に配置してから注入器82によってバルーン8０内に空気を注入して該バルーン

8０を膨張させることが可能になる。これにより、電極部保持部3 を心臓 に密着させ

た状態で保持することができる。上記バルーン8０を膨張させた後には、図示しない
が、送気管8 の中途部をクリップ等で挟んで空気の流通を遮断するよぅにしてもよい
し、送気管8 の中途部に設けた切替弁を閉状態にして空気の流通を遮断するよぅに

してもよい。また、電極部保持部3 を胸腔bから取り出すときには、バルーン8０内の

空気を抜いて該バルーン8０を縮小させればよい。

００68 また、図 2に示す変形例4のよぅに、バルーン8０を電極部保持部3 に3つ設ける

よぅにしてもよい。この変形例では、3つのバルーン8０の内部空間が互いに連通して

おり、そのぅちの つのバルーン8０に送気管8 が接続されている。このよぅに3つの

バルーン8０を設けることで、電極部保持部3 を安定して心臓 に密着させることが

できる。これにより、心筋に電気刺激を確実に与えることができる。

００69 また、上記バルーン8０を設ける代わりに、図 3に示す変形例5のよぅに、例えば薄

いシリコーンゴム等の円形シート材9０の周縁部のみを基板3０の周縁部に接着剤等

を用いて接着し、このシート材9０と基板3０との間に空気を導入してシート材9０を膨

らませるよぅにしてもよい。符号9 は、変形例4と同様な送気管であり、注入器に接続



されている。

００7０ また、上記電極部保持部3 は、心臓 と横隔膜Cとの間に限らず、心臓 と、該心

臓 を取り巻く胸壁等の組織との間に配置するよぅにしてもよい。この場合にも、バル

ーン8０やシート材9０を設けて膨張させることにより、電極部保持部3 を心臓 に密

着させた状態で保持することができる。

００7 1 また、上記第 電極部 ０、第2電極部2０及び基板3０の形状は、上記した形状に限

られるものではなく、任意に設定することができる。また、基材3０の構成する材料は、

シリコーンゴムに限られるものではなく、他のゴムや樹脂材等で構成することができる

００72 また、この心筋電極 は、心臓外科手術以外にも開胸を伴ぅ手術で細動が発生する

虞れがある場合に用いることができる。

００73 また、基板3０の電極部保持部3 と延出部32との間に設けた分離起点部としては、

溝34以外にも、例えば複数の貫通孔や中空部等で構成することもできる。

産業上の利用可能，性

００74 以上説明したよぅに、本発明に係る心筋電極は、例えば、心臓の冠状動脈バイパス

手術を〒ぅ際に心室や心房に発生した細動を除去する場合に用いることができる。



請求の範囲

第 電極部及び第2電極部と、

上記第 電極部及び第2電極部と心臓ぺ一スメーカーとをそれぞれ接続する第の
一ド線及び第2リード線と、

上記第 電極部に設けられた第 埋込部及び第2電極部に設けられた第2埋込部

が埋め込まれた状態で成形された絶縁性を有する基板とを備え、

上記第 電極部及び第2電極部は、通電面を上記基板から露出させかつ互いに間

隔をあけて配置され、

上記第2リード線の電極部側は、上記第2埋込部に接続されるとともに絶縁された

状態で上記第 埋込部に固定され、該第2リード線の電極部側により上記第 電極部

及び第2電極部の間隔が設定されていることを特徴とする心筋電極。

2 請求項 に記載の心筋電極において、

第 電極部及び第2電極部の通電面は、基板の一側面にのみ露出していることを

特徴とする心筋電極。

3 請求項 に記載の心筋電極において、

基板には、第 埋込部及び第2埋込部が埋め込まれている電極部保持部と、該電

極部保持部から生体組織に接触するよぅに延びる延出部とが設けられていることを特

徴とする心筋電極。

4 請求項3に記載の心筋電極において、

基板の電極部保持部と延出部との間には、該電極部保持部から延出部を離脱させ

るための分離起点部が設けられていることを特徴とする心筋電極。

5 請求項4に記載の心筋電極において、

基板の電極部保持部は、胸腔内に浸出した体液を外部に排出するドレン管に挿通

可能に形成されていることを特徴とする心筋電極。

6 請求項 に記載の心筋電極において、

第 埋込部及び第2埋込部は、基板の延びる方向に沿って延びるよぅに形成されて

いることを特徴とする心筋電極。

7 請求項 に記載の心筋電極において、



第 埋込部には、基板に沿ぅ方向に貫通する貫通孔が形成され、

第2リード線の電極部側は、上記貫通孔に挿通して該貫通孔の周縁に係合すること

により上記第 埋込部に固定されていることを特徴とする心筋電極。
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