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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信パルスを介して他の装置と通信するように構成され、かつ、患者の組織に複数のパ
ルスを送達するように構成された通信モジュールであって、各パルスがある量のエネルギ
ーを有している通信モジュールと、
　前記通信モジュールに動作可能に接続された制御モジュールとを含み、前記制御モジュ
ールは、前記通信パルスについての最大エネルギー値を設定するため、
　送達される複数のパルスの各々について、送達される前記パルスが患者についての望ま
しくない刺激を引き起こすか否かを判定し、
　前記パルスについての望ましくない刺激の閾値に対応するエネルギーの量を特定するよ
うに、送達される複数の前記パルスのエネルギーの量を経時的に変化させ、
　所定の安全マージンの分だけ前記望ましくない刺激の閾値を下回る値に、通信パルスに
ついての最大エネルギー値を設定するように構成され、かつ、
　前記通信パルスについての最小エネルギー値を設定するため、
　一つ以上の第一パルスであって、それぞれが第一量のエネルギーを有する前記一つ以上
の第一パルスを送達し、
　前記他の装置によって受信された前記一つ以上の第一パルスの数を判定し、
　一つ以上の第二パルスであって、それぞれが第二量のエネルギーを有する前記一つ以上
の第二パルスを送達し、
　前記他の装置によって受信された前記一つ以上の第二パルスの数を判定し、
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　前記他の装置によって受信された前記一つ以上の第一パルスの数と、前記他の装置によ
って受信された前記一つ以上の第二パルスの数とに基づく値に、前記通信パルスについて
の最小エネルギー値を調整し、かつ、
　前記他の装置との通信の間、前記最大エネルギー値を下回り、かつ、最小エネルギー値
を上回る通信パルスを送達するように構成された、医療装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の医療装置において、前記望ましくない刺激は患者の心臓の捕捉である
、医療装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の医療装置において、前記医療装置はさらに、患者の組織にペーシング
パルスを送達するためのパルス発生モジュールを含み、患者の組織に複数のパルスを送達
するため、前記通信モジュールは、ペーシングパルスを送達する前記パルス発生モジュー
ルの代わりにパルスを送達するように構成され、前記パルス発生モジュールはさらに、送
達された前記パルスが心臓を捕捉しなかった場合に、安全ペーシングパルスを送達するよ
うに構成される、医療装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の医療装置において、前記望ましくない刺激
は患者の神経の刺激である、医療装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の医療装置において、前記望ましくない刺激は患者
の筋肉の刺激である、医療装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の医療装置において、各パルスのエネルギーの量は
、少なくとも部分的に振幅、パルス幅、単相または二相から選択されるパルス種類、また
は前記パルスが送達される特定のベクトルによって規定される、医療装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の医療装置において、複数の前記パルスのエネルギーの量を経時的に変
化させるため、前記制御モジュールは、各パルスの振幅またはパルス幅のいずれかを変化
させるように構成される、医療装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の医療装置において、複数の前記パルスのエネルギーの量を経時的に変
化させるため、前記制御モジュールは、各パルスの振幅およびパルス幅の両方を変化させ
るように構成される、医療装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の医療装置において、前記医療装置はさらに、複数
の前記パルスを送達し、複数の前記パルスのエネルギーの量を変化させ、前記望ましくな
い刺激の閾値を下回る、通信パルスについての前記最大エネルギー値を設定することを、
繰り返し実行するように構成される、医療装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の医療装置において、前記医療装置はさらに、複数
の前記パルスを送達し、複数の前記パルスのエネルギーの量を変化させ、前記望ましくな
い刺激の閾値を下回る、通信パルスについての前記最大エネルギー値を設定することを、
トリガ事象に応じて実行するように構成される、医療装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の医療装置において、前記医療装置はリードレス
心臓ペースメーカー（ＬＣＰ）である、医療装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の医療装置において、前記他の装置は皮下植込み型除細動器（Ｓ－Ｉ
ＣＤ）である、医療装置。
【請求項１３】
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　請求項１～１０のいずれか一項に記載の医療装置において、前記医療装置はＳ－ＩＣＤ
である、医療装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の医療装置において、前記他の装置はＬＣＰである、医療装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は一般に、情報を通信するためのシステム、装置、および方法に関する。より具体
的には、本願は電力効率の良い方法で医療装置間において情報を通信するためのシステム
、装置、および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者の監視および患者への治療の送達の少なくとも一方を行うための植込み型医療装置
が、今日一般的に使用されている。例えば、植込み型センサは、心拍、心音、ＥＣＧ、呼
吸等の患者についての一つ以上の生理学的パラメータを監視するためによく使用される。
別の例では、植込み型神経刺激装置を使用して、患者に神経刺激治療を提供することがで
きる。さらに別の例では、ペーシング装置を使用して、心臓が患者の身体に十分な量の血
液を送達する機能を低下させ得る様々な心臓の状態を有する患者を治療することができる
。このような心臓の状態は、急速で不規則な、または非効率的な心臓の収縮をもたらし得
る。このような状態の緩和を支援するため、様々な装置（例えばペースメーカー、除細動
器等）を患者の体内に移植する場合がある。このような装置は心臓のより正常で効率的な
、またはより安全な動作を支援するため、心臓を監視し、心臓に電気刺激を提供すること
ができる。装置の種類にかかわらず、植込み型医療装置は別の医療装置と通信することが
望ましい場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本願は一般に、情報を通信するためのシステム、装置、および方法に関する。より具体
的には、本願はエネルギー適応方式で医療装置間において情報を通信するためのシステム
、装置、および方法に関する。いくつかの場合において、医療装置間の通信に用いられる
通信信号は、患者に望ましくない影響を及ぼす場合がある。例えば、通信信号は心臓の捕
捉、筋肉の刺激、および神経の刺激の少なくとも一つを引き起こすほどのエネルギーを有
する通信パルスである場合がある。いくつかの場合において、このような状況が生じる場
合、最大エネルギーレベルテスト（ＭＥＬＴ）を行うことにより、望ましくない刺激の閾
値に対応するエネルギーの量を特定するように、通信パルスのエネルギーの量を変化させ
ることができる。その後、望ましくない刺激の閾値を下回るように後続の通信パルスにつ
いての最大エネルギーレベルを設定することができ、医療装置間のその後の通信を進める
ことができる。経時的なエネルギー適応通信プロトコルを提供するため、随時、および検
出されるトリガ事象に応じたタイミングの少なくとも一方で、望ましくない刺激の閾値の
再評価を行うことができる。本願はまた、信頼性のある通信を達成しつつも通信中のエネ
ルギーの量を削減するため、通信パルスのエネルギーレベルを調整する技術についても記
載している。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態において、医療装置は、患者の組織に複数のパルスを送達するように構成さ
れた通信モジュールであって、各パルスがある量のエネルギーを有している通信モジュー
ルと、通信モジュールに動作可能に接続された制御モジュールとを含み、制御モジュール
は、送達される各パルスについて、送達されるパルスが患者についての望ましくない刺激
を引き起こすか否かを判定し、通信パルスについての望ましくない刺激の閾値に対応する
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エネルギーの量を特定するように、複数のパルスのエネルギーの量を経時的に変化させ、
望ましくない刺激の閾値を下回る通信パルスについての最大エネルギー値を設定し、他の
装置との通信において最大エネルギー値を下回る通信パルスを送達するように構成される
。
【０００５】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、望ましくない刺激の閾値を
下回る通信パルスについての最大エネルギー値を設定するため、制御装置は、最大エネル
ギー値を望ましくない刺激の閾値を下回る所定の安全マージンに設定するように構成され
ていてもよい。
【０００６】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、望ましくない刺激は患者の
心臓の捕捉であってもよい。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかはさらに、患者の組織にペーシングパ
ルスを送達するためのパルス発生モジュールを含んでいてもよく、患者の組織に複数のパ
ルスを送達するため、通信モジュールは、ペーシングパルスを送達するパルス発生モジュ
ールの代わりにパルスを送達するように構成され、パルス発生モジュールはさらに、パル
スが心臓を捕捉しなかった場合に、安全ペーシングパルスを送達するように構成される。
【０００７】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、望ましくない刺激は患者の
神経の刺激であってもよい。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、望ましくない刺激は患者の
筋肉の刺激であってもよい。
【０００８】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、各パルスのエネルギーの量
は、少なくとも部分的に振幅、パルス幅、形態、またはパルスが送達される特定のベクト
ルによって規定される。
【０００９】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、複数のパルスのエネルギー
の量を経時的に変化させるため、制御装置は、各パルスの振幅またはパルス幅のいずれか
を変化させるように構成されていてもよい。
【００１０】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、複数のパルスのエネルギー
の量を経時的に変化させるため、制御装置は、各パルスの振幅およびパルス幅の両方を変
化させるように構成されていてもよい。
【００１１】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、医療装置はさらに、複数の
パルスを送達し、複数のパルスのエネルギーの量を変化させ、望ましくない刺激の閾値を
下回る通信パルスについての最大エネルギー値を設定することを、繰り返し実行するよう
に構成されていてもよい。
【００１２】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、医療装置はさらに、複数の
パルスを送達し、複数のパルスのエネルギーの量を変化させ、望ましくない刺激の閾値を
下回る通信パルスについての最大エネルギー値を設定することを、トリガ事象に応じて実
行するように構成されていてもよい。
【００１３】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、医療装置はリードレス心臓
ペースメーカー（ＬＣＰ）である。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、他の医療装置は皮下植込み
型除細動器（Ｓ－ＩＣＤ）である。
【００１４】
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　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、医療装置はＳ－ＩＣＤであ
る。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、他の医療装置はＬＣＰであ
る。
【００１５】
　別の実施形態において、医療装置の通信パルスについてのエネルギーレベルを設定する
方法は、患者の組織に複数のパルスを送達する工程であって、各パルスはある量のエネル
ギーを有している工程と、送達される各パルスについて、送達されるパルスが患者につい
ての望ましくない刺激を引き起こすか否かを判定する工程と、パルスについての望ましく
ない刺激の閾値に対応するエネルギーの量を特定するように、複数のパルスのエネルギー
の量を経時的に変化させる工程と、望ましくない刺激の閾値を下回る通信パルスについて
の最大エネルギー値を設定する工程とを含む。
【００１６】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、最大エネルギー値は望まし
くない刺激の閾値を下回る所定の安全マージンに設定される。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、望ましくない刺激は患者の
心臓の捕捉である。
【００１７】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、患者の組織に複数のパルス
を送達する工程は、ペーシングパルスの代わりにパルスを送達することと、パルスが心臓
を捕捉しなかった場合に、安全ペーシングパルスを送達することとを含む。
【００１８】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、望ましくない刺激は患者の
神経の刺激である。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、望ましくない刺激は患者の
筋肉の刺激である。
【００１９】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、各パルスのエネルギーの量
は、少なくとも部分的に振幅、パルス幅、形態、またはパルスが送達される特定のベクト
ルによって規定される。
【００２０】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかはさらに、送達工程、変化工程、およ
び設定工程を、随時繰り返し実行することを含んでいてもよい。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかはさらに、送達工程、変化工程、およ
び設定工程を、トリガ事象に応じて繰り返し実行することを含んでいてもよい。
【００２１】
　さらに別の実施形態において、医療装置は、患者の組織に複数のパルスを送達するよう
に構成された通信モジュールであって、各パルスがある量のエネルギーを有している通信
モジュールと、通信モジュールに動作可能に接続された制御モジュールとを含み、制御モ
ジュールは、送達される各パルスについて、送達されるパルスが患者についての望ましく
ない刺激を引き起こすか否かを判定し、パルスについての望ましくない刺激の閾値に対応
するエネルギーの量を特定するように、複数のパルスのエネルギーの量を経時的に変化さ
せ、望ましくない刺激の閾値を下回る通信パルスについての最大エネルギー値を設定し、
他の装置との通信において最大エネルギー値を下回る通信パルスを送達するように構成さ
れる。
【００２２】
　さらに別の実施形態において、他の装置から通信信号を受信する時に使用する医療装置
についての最小通信受信閾値を決定する方法は、最小通信受信閾値を第一レベルに設定す
る工程と、第一レベルにおける最小通信受信閾値で検出された通信信号の数を判定する工
程と、最小通信受信閾値を第二レベルに変更する工程であって、第二レベルは第一レベル
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とは異なる工程と、第二レベルにおける最小通信受信閾値で検出された通信信号の数を判
定する工程と、検出された通信信号について判定された数に基づいて最小通信受信閾値に
ついての値を決定する工程と、最小通信受信閾値を決定された値に設定する工程と、医療
装置と他の装置との間のその後の通信において、設定された最小通信受信閾値を使用する
工程とを含む。
【００２３】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、検出された通信信号の少な
くともいくつかは、最小通信受信閾値が第二レベルに設定された時に、医療装置によって
通信信号として解釈されるノイズ信号である。
【００２４】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、検出された通信信号につい
て判定された数に基づいて最小通信受信閾値についての値を決定する工程は、信号対雑音
比に基づいて値を決定することを含む。
【００２５】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかはさらに、第一レベルにおける最小通
信受信閾値で検出された通信信号の数を判定することと、第二レベルにおける最小通信受
信閾値で検出された通信信号の数を判定することとを、内因性心臓活動の存在しない期間
中に実行することを含んでいてもよい。
【００２６】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、第二レベルは第一レベルよ
りも小さい。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、第二レベルは第一レベルよ
りも大きい。
【００２７】
　別の実施形態において、医療装置は、他の装置から複数の通信信号を受信するように構
成された通信モジュールと、通信モジュールに動作可能に接続された制御モジュールとを
含み、制御モジュールは、最小通信受信閾値を第一レベルに設定し、第一レベルにおける
最小通信受信閾値で検出された通信信号の数を判定し、最小通信受信閾値を第一レベルと
は異なる第二レベルに変更し、第二レベルにおける最小通信受信閾値で検出された通信信
号の数を判定し、検出された通信信号について判定された数に基づいて最小通信受信閾値
についての値を決定し、最小通信受信閾値を決定された値に設定し、医療装置と他の装置
との間のその後の通信において、設定された最小通信受信閾値を使用するように構成され
る。
【００２８】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、最大エネルギー値は、望ま
しくない刺激の閾値を下回る所定の安全マージンに設定される。
　別の実施形態において、複数の医療装置間の通信プロトコルを調整する方法は、第一医
療装置において一つ以上の第一パルスを送達する工程であって、各第一パルスは第一量の
エネルギーを有している工程と、第二医療装置によって受信された一つ以上の第一パルス
の数を判定する工程と、第一医療装置において一つ以上の第二パルスを送達する工程であ
って、各第二パルスは第二量のエネルギーを有している工程と、第二医療装置によって受
信された一つ以上の第二パルスの数を判定する工程と、第二医療装置によって受信された
一つ以上の第一パルスの数と第二医療装置によって受信された一つ以上の第二パルスの数
とに基づいて、第二医療装置と通信する際の第一医療装置についての最小通信パルスエネ
ルギーを調整する工程とを含む。
【００２９】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、各パルスのエネルギーの量
は、少なくとも部分的に振幅、パルス幅、形態、またはパルスが送達される特定のベクト
ルによって規定される。
【００３０】
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　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、第二医療装置と通信する際
の第一医療装置についての最小通信パルスエネルギーを調整する工程は、第二医療装置と
通信するために用いられる各通信パルスのパルス幅を調整することを含む。
【００３１】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、第二医療装置と通信する際
の第一医療装置についての最小通信パルスエネルギーを調整する工程は、第二医療装置と
通信するために用いられる各通信パルスの振幅を調整することを含む。
【００３２】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、第二医療装置と通信する際
の第一医療装置についての最小通信パルスエネルギーを調整する工程は、第二医療装置と
通信するために用いられる各通信パルスのパルス幅および振幅を調整することを含む。
【００３３】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかにおいて、第二医療装置によって受信
された一つ以上の第一パルスの数と第二医療装置によって受信された一つ以上の第二パル
スの数とに基づいて、第二医療装置と通信する際の第一医療装置についての最小通信パル
スエネルギーを調整する工程は、第二医療装置と通信する際の第一医療装置についての最
小通信パルスエネルギーを、第二医療装置によって受信される許容可能な最小数のパルス
における、一つ以上のパルスのエネルギーの量に設定することを含む。
【００３４】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかはさらに、最小通信パルスエネルギー
に所定の安全マージンを加算することを含んでいてもよい。
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかはさらに、調整された最小通信パルス
エネルギーが最大エネルギー閾値と重なり合うか否かを判定することを含んでいてもよい
。
【００３５】
　代替的または追加的に、上記実施形態のいずれかはさらに、第一医療装置によって、調
整された最小通信パルスエネルギーが最大エネルギー閾値と重なり合うと判定された後に
、安全通信モードに入ることを含んでいてもよい。
【００３６】
　上記概要は、本願の各実施形態またはすべての実施形態を説明することを意図するもの
ではない。添付の図面と併せて以下の説明および特許請求の範囲を参照することによって
、本願についてのより完全な理解とともに、本願の利点および到達点が明らかとなるであ
ろう。
【００３７】
　本願は、添付の図面に関連する様々な例示的な実施形態についての以下の説明を考慮す
ることによって、より完全に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本願の一実施形態に係る例示的なリードレス心臓ペースメーカー（ＬＣＰ）の概
略ブロック図である。
【図２】図１のＬＣＰとともに使用可能な他の例示的な医療装置の概略ブロック図である
。
【図３】互いに通信する複数のＬＣＰおよび他の装置を含む例示的な医療システムの概略
図である。
【図４】本願のさらに別の実施形態に係る、ＬＣＰおよび他の医療装置を含むシステムの
概略図である。
【図５】本願の別の実施形態に係る、ＬＣＰおよび他の医療装置を含むシステムの概略図
である。
【図６】本願の一実施形態に係る、通信パルスおよびノイズ信号を含む例示的な検出信号
のグラフ表示である。
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【図７】本願の一実施形態に係る、通信パルスおよびノイズ信号を含む例示的な検出信号
のグラフ表示である。
【図８】本願の一実施形態に係る、通信パルスおよびノイズ信号を含む例示的な検出信号
のグラフ表示である。
【図９】本願の一実施形態に係る、通信パルスおよびノイズ信号を含む例示的な検出信号
のグラフ表示である。
【図１０】本願の一実施形態に係る、通信パルスおよびノイズ信号を含む例示的な検出信
号のグラフ表示である。
【図１１】本願の一実施形態に係る、通信パルスおよびノイズ信号を含む例示的な検出信
号のグラフ表示である。
【図１２】本願の一実施形態に係る、例示的な通信パルスのグラフ表示である。
【図１３】本願の一実施形態に係る、強度－持続時間曲線のグラフ表示である。
【図１４】図１～２および図４～５に関連して説明された例示的な医療装置および医療装
置システムのような医療装置または医療装置システムによって実行可能な例示的な方法の
フロー図である。
【図１５】図１～２および図４～５に関連して説明された例示的な医療装置および医療装
置システムのような医療装置または医療装置システムによって実行可能な例示的な方法の
フロー図である。
【図１６】図１～２および図４～５に関連して説明された例示的な医療装置および医療装
置システムのような医療装置または医療装置システムによって実行可能な例示的な方法の
フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本願は様々な修正形態および代替形態に修正可能であるが、そのうちの特定の実施形態
が例として図示されて詳細に説明されている。しかしながら、説明される特定の例示的な
実施形態に本願の態様を限定する意図はないことを理解されたい。むしろ、本願の意図お
よび範囲に含まれるすべての修正形態、均等形態、および代替形態を包含することが企図
される。
【００４０】
　以下の説明は、図面を参照して読まれるべきである。図面においては、異なる図中にお
ける同様の要素には同様の参照符号が付されている。本明細書と、必ずしも一定の縮尺で
はない図面とは、例示的な実施形態を示しており、本願の範囲を限定することを意図する
ものではない。
【００４１】
　本願は、情報を通信するためのシステム、装置、および方法に関する。より具体的には
、本願はエネルギー適応方式で医療装置間において情報を通信するためのシステム、装置
、および方法に関する。いくつかの場合において、医療装置間の通信に用いられる通信信
号は、患者に望ましくない影響を及ぼす場合がある。例えば、通信信号は心臓の捕捉、筋
肉の刺激、および神経の刺激の少なくとも一つを引き起こすほどのエネルギーを有する通
信パルスである場合がある。いくつかの場合において、このような状況が生じる場合、最
大エネルギーレベルテスト（ＭＥＬＴ）を行うことにより、望ましくない刺激の閾値に対
応するエネルギーの量を特定するように、通信パルスのエネルギーの量を変化させること
ができる。その後、望ましくない刺激の閾値を下回るように後続の通信パルスについての
最大エネルギーレベルを設定することができ、医療装置間のその後の通信を進めることが
できる。経時的なエネルギー適応通信プロトコルを提供するため、随時、および検出され
るトリガ事象に応じたタイミングの少なくとも一方で、望ましくない刺激の閾値の再評価
を行うことができる。本願はまた、信頼性のある通信を達成しつつも通信中のエネルギー
の量を削減するため、通信パルスのエネルギーレベルを調整する技術についても記載して
いる。
【００４２】
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　図１は、生理学的信号およびパラメータを検出し、患者の組織に一種類以上の電気刺激
治療を送達することができる、患者内に移植可能な例示的なリードレス心臓ペースメーカ
ー（ＬＣＰ）の概念図である。例示的な電気刺激治療には、抗頻脈ペーシング（ＡＴＰ）
治療、心臓再同期治療（ＣＲＴ）、徐脈治療、およびレート応答ペーシング治療を含む様
々な種類のペーシング治療等のうちの少なくとも一つが含まれる。図１からわかるように
、ＬＣＰ１００は、そのすべての構成要素がＬＣＰ１００内に収容されているか、ハウジ
ング１２０上に直接配置されているコンパクトな装置とすることができる。ＬＣＰ１００
は通信モジュール１０２と、パルス発生モジュール１０４と、電気的検出モジュール１０
６と、機械的検出モジュール１０８と、処理モジュール１１０と、エネルギー貯蔵モジュ
ール１１２と、電極１１４とを含むことができる。
【００４３】
　図１に示すように、ＬＣＰ１００は、ハウジング１２０に対して固定可能であるが、Ｌ
ＣＰ１００の周囲の組織および血液の少なくとも一方に曝される電極１１４を含んでいて
もよい。電極１１４は一般に、ＬＣＰ１００や、周囲の組織および血液の少なくとも一方
の間で電気信号を伝導することができる。このような電気信号には、通信パルス、電気刺
激パルス、および内因性心臓電気信号が含まれ得る。内因性心臓電気信号は心臓によって
生成される電気信号から構成され、心電図（ＥＣＧ）によって表すことができる。電極１
１４は、人体内に移植しても安全であることが知られている様々な金属または合金等の、
一つ以上の生体適合性を有する導電性材料で構成することができる。いくつかの実施形態
において、電極１１４は一般にＬＣＰ１００のいずれかの端部に配置することができ、モ
ジュール１０２、１０４、１０６、１０８、および１１０のうちの一つ以上と電気的に通
信することができる。電極１１４がハウジング１２０に直接固定されている実施形態にお
いて、電極１１４は、電極１１４を隣接する電極、ハウジング１２０、およびＬＣＰ１０
０の他の部分の少なくとも一つから電気的に絶縁する絶縁部を有していてもよい。電極１
１４のいくつか、またはすべてはハウジング１２０から離間しており、ハウジング１２０
およびＬＣＰ１００の他の構成要素の少なくとも一つに接続ワイヤを介して接続されてい
てもよい。このような実施形態において、電極１１４はハウジング１２０から延びるテー
ルの上に配置されていてもよい。図１に示すように、いくつかの実施形態において、ＬＣ
Ｐ１００は電極１１４´をさらに含んでいてもよい。電極１１４´は、ＬＣＰ１００の側
面に配置されることを除いて電極１１４と同様のものであり、ＬＣＰ１００が通信パルス
および電気刺激パルスの送達、および内因性心臓電気信号、通信パルス、および電気刺激
パルスの少なくとも一つの検出の少なくとも一方を実行することができる電極の数を増加
させる。
【００４４】
　電極１１４および１１４´の少なくとも一つは、様々なサイズおよび形状の少なくとも
一方を有しており、様々な距離で離間していてもよい。例えば、電極１１４は２～２０ミ
リメートル（ｍｍ）の直径を有していてもよい。しかしながら、別の実施形態において、
電極１１４および１１４´の少なくとも一つは、２ｍｍ、３ｍｍ、５ｍｍ、７ｍｍ、また
は他の任意の適切な直径、寸法、および形状を有していてもよい。電極１１４および１１
４´の少なくとも一つの例示的な長さには、０ｍｍ、１ｍｍ、３ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍ
、または他の任意の適切な長さが含まれる。本明細書で使用される場合、長さとは、ハウ
ジング１２０から延びる電極１１４および１１４´の寸法のことをいう。また、電極１１
４および１１４´のうちの少なくともいくつかは、互いに対して２０ｍｍ、３０ｍｍ、４
０ｍｍ、５０ｍｍ、または他の任意の適切な距離だけ離間していてもよい。単一の装置に
おける電極１１４および１１４´は、互いに対して異なるサイズを有していてもよく、装
置上の電極の間隔は均一でなくてもよい。
【００４５】
　通信モジュール１０２は電極１１４および１１４´の少なくとも一つに電気的に接続さ
れるとともに、センサ、プログラマ、および他の医療装置等の他の装置と通信するため、
患者の組織に通信パルスを送達するように構成することができる。本明細書で使用される
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場合、通信パルスとは、単独で、または一つ以上の他の変調信号と関連して、他の装置に
情報を伝達する任意の変調信号とすることができる。いくつかの実施形態において、通信
パルスは、情報を伝達するサブスレッショルド信号を含むもののみに限定される。他の装
置は、患者の体内または体外のいずれかに配置することができる。通信モジュール１０２
はさらに、ＬＣＰ１００の外部に配置された他の装置によって送達された通信パルスを検
出するように構成することができる。位置にかかわらず、ＬＣＰおよび他の装置は互いに
通信モジュール１０２を介して通信することにより、一つ以上の所望の機能を達成するこ
とができる。いくつかの例示的な機能には、通信データの格納、不整脈の発生を判定する
ための通信データの使用、電気刺激治療の送達の調整、および他の機能の少なくとも一つ
が含まれる。
【００４６】
　ＬＣＰ１００および他の装置は送達される通信パルスを使用して、生の情報、処理され
た情報、メッセージ、および他のデータの少なくとも一つを通信することができる。生の
情報には、検出された電気信号（例えば、検出されたＥＣＧ）、および接続されたセンサ
から収集された信号等の情報が含まれ得る。いくつかの実施形態において、生の情報には
、一つ以上の信号処理技術を用いてフィルタリングされた信号が含まれ得る。処理された
情報には、ＬＣＰ１００によって決定された任意の情報が含まれ得る。例えば、処理され
た情報には、決定された心拍数、決定された心拍のタイミング、他の決定された事象のタ
イミング、閾値交差の決定、監視期間の満了、および活動パラメータ、血液酸素パラメー
タ、血圧パラメータ、心音パラメータ等の決定されたパラメータが含まれ得る。メッセー
ジには、他の装置にアクションをとるよう指示する命令、送信装置の差し迫ったアクショ
ンについての通知、受信装置からのデータの読み出し要求、または送信装置へのデータの
書き込み要求が含まれ得る。
【００４７】
　少なくともいくつかの実施形態において、通信モジュール１０２（またはＬＣＰ１００
）はさらに、電極１１４および１１４´の一つ以上を通信モジュール１０２に選択的に接
続して、どの電極１１４および１１４´を介して通信モジュール１０２が通信パルスを送
達するかを選択するためのスイッチング回路を含んでいてもよい。また、通信モジュール
１０２は、他の装置と通信するための一つ以上の方法を使用するように構成されていても
よい。例えば、通信モジュール１０２は、伝導信号、無線周波数（ＲＦ）信号、光信号、
音響信号、誘導結合、および他の任意の通信に適した信号または方法の少なくとも一つを
介して通信することができる。
【００４８】
　ＬＣＰ１００のパルス発生モジュール１０４はまた、電極１１４および１１４´の一つ
以上に電気的に接続されていてもよい。パルス発生モジュール１０４は電気刺激パルスを
生成するとともに、この電気刺激パルスを電極１１４および１１４´の少なくとも一つを
介して患者の組織に送達することにより、一つ以上の電気刺激治療を達成するように構成
することができる。本明細書で使用される場合、電気刺激パルスとは、任意の種類の疾患
または異常の治療の目的で患者の組織に送達可能な任意の電気信号を包含することを意味
する。心臓の疾患または異常を治療するために用いられる場合、電気刺激パルスは一般に
、患者の心臓を捕捉するように、すなわち、送達される電気刺激パルスに応じて心臓を収
縮させるように構成することができる。パルス発生モジュール１０４が除細動／電気除細
動パルスと呼ばれる特定の種類の電気刺激パルスを生成するように構成される少なくとも
いくつかの実施形態において、パルス発生モジュール１０４は一つ以上のコンデンサ要素
を含んでいてもよい。
【００４９】
　パルス発生モジュール１０４は、電気刺激パルスのパルス幅または振幅を調整すること
等によって電気刺激パルスを修正し、送達される電気刺激パルスが一貫して心臓を捕捉す
ることを保証する機能を含んでいてもよい。パルス発生モジュール１０４はエネルギー貯
蔵モジュール１１２に貯蔵されたエネルギーを使用して、電気刺激パルスを生成すること
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ができる。少なくともいくつかの実施形態において、パルス発生モジュール１０４（また
はＬＣＰ１００）はさらに、電極１１４および１１４´の一つ以上をパルス発生モジュー
ル１０４に選択的に接続して、どの電極１１４および１１４´を介してパルス発生モジュ
ール１０４が電気刺激パルスを送達するかを選択するためのスイッチング回路を含んでい
てもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、ＬＣＰ１００は電気的検出モジュール１０６と、機械的
検出モジュール１０８とを含むことができる。電気的検出モジュール１０６は、電極１１
４および１１４´の少なくとも一つから電気的検出モジュール１０６に伝導される内因性
心臓電気信号を検出するように構成することができる。例えば、電気的検出モジュール１
０６は電極１１４および１１４´の一つ以上に電気的に接続されるとともに、電極１１４
および１１４´を介して伝導された心臓電気信号を受信するように構成することができる
。いくつかの実施形態において、心臓電気信号は、ＬＣＰ１００が移植されたチャンバか
らの局所的情報を表すことができる。例えば、ＬＣＰ１００が心室内に移植される場合、
電極１１４および１１４´の少なくとも一つを介してＬＣＰ１００によって検出される心
臓電気信号は、心室の心臓電気信号を表すことができる。機械的検出モジュール１０８は
、加速度計、血圧センサ、心音センサ、血液酸素センサ、および心臓や患者についての一
つ以上の生理学的パラメータを測定する他のセンサの少なくとも一つ等の、様々なセンサ
を含むか、これに電気的に接続されていてもよい。機械的検出モジュール１０８は、様々
な生理学的パラメータを示すセンサからの信号を収集することができる。電気的検出モジ
ュール１０６および機械的検出モジュール１０８の両方はさらに、処理モジュール１１０
に接続されるとともに、検出された心臓電気信号および生理学的信号の少なくとも一方を
表す信号を処理モジュール１１０に提供することができる。別個の検出モジュールである
として図１に関連して説明されたが、いくつかの実施形態において、電気的検出モジュー
ル１０６および機械的検出モジュール１０８は単一のモジュールに統合することもできる
。
【００５１】
　処理モジュール１１０は、ＬＣＰ１００の動作を制御するように構成することができる
。例えば、処理モジュール１１０は、電気的検出モジュール１０６から心臓電気信号を受
信するか、機械的検出モジュール１０８から生理学的信号を受信するか、またはその両方
を実行するように構成することができる。受信された信号に基づいて、処理モジュール１
１０は不整脈の発生および種類を判定することができる。処理モジュール１１０はさらに
、通信モジュール１０２から情報を受信することができる。いくつかの実施形態において
、処理モジュール１１０はさらに、このような受信された情報を使用して不整脈の発生お
よび種類を判定することができる。しかしながら、別の実施形態において、ＬＣＰ１００
は例えば、電気的検出モジュール１０６および機械的検出モジュール１０８の少なくとも
一方から受信された信号よりも受信された情報の方が正確であった場合、あるいは、電気
的検出モジュール１０６および機械的検出モジュール１０８の少なくとも一方が無効とさ
れているか、ＬＣＰ１００から省略されている場合に、電気的検出モジュール１０６およ
び機械的検出モジュール１０８の少なくとも一方から受信された信号の代わりに、このよ
うな受信された情報を使用することができる。
【００５２】
　判定された不整脈に基づいて、処理モジュール１１０はその後、パルス発生モジュール
１０４を制御して、判定された不整脈を治療するための一つ以上の電気刺激治療に従った
電気刺激パルスを生成することができる。例えば、処理モジュール１１０はパルス発生モ
ジュール１０４を制御して、一つ以上の電気刺激治療を実現するための様々なパラメータ
およびシーケンスを有するペーシングパルスを生成することができる。徐脈ペーシング治
療を送達するようにパルス発生モジュール１０４を制御する場合、処理モジュール１１０
はパルス発生モジュール１０４を制御して、患者の心臓が所定の閾値を下回らないように
定期的な間隔で患者の心臓を捕捉するように設計されたペーシングパルスを送達すること
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ができる。ＡＴＰ治療の場合、処理モジュール１１０はパルス発生モジュール１０４を制
御して、内因性心臓電気信号ではなく送達されるペーシングパルスに応じて心臓を鼓動さ
せるように、患者の内因性心拍数よりも速いレートでペーシングパルスを送達することが
できる。処理モジュール１１０はその後、パルス発生モジュール１０４を制御して、送達
されるペーシングパルスのレートを安全なレベルまで低下させることができる。ＣＲＴの
場合、処理モジュール１１０はパルス発生モジュール１０４を制御して、心臓をより効率
的に収縮させるために他の装置と協調してペーシングパルスを送達することができる。ま
た、パルス発生モジュール１０４が除細動／電気除細動治療のための除細動／電気除細動
パルスを生成することができる場合、処理モジュール１１０はパルス発生モジュール１０
４を制御して、このような除細動／電気除細動パルスを生成することができる。別の実施
形態において、処理モジュール１１０はパルス発生モジュール１０４を制御して、検出さ
れた一つ以上の心臓不整脈を治療するように本明細書に記載された治療とは異なる電気刺
激治療を提供するための電気刺激パルスを生成することができる。
【００５３】
　パルス発生モジュール１０４を制御して異なる種類およびシーケンスの電気刺激パルス
を生成すること以外に、いくつかの実施形態において、処理モジュール１１０はパルス発
生モジュール１０４を制御して、可変のパルスパラメータを有する様々な電気刺激パルス
を生成することもできる。例えば、各電気刺激パルスはパルス幅およびパルス振幅を有す
ることができる。処理モジュール１１０はパルス発生モジュール１０４を制御して、特定
のパルス幅およびパルス振幅を有する様々な電気刺激パルスを生成することができる。例
えば、処理モジュール１１０は、電気刺激パルスが心臓を効果的に捕捉しない場合、パル
ス発生モジュール１０４に電気刺激パルスのパルス幅およびパルス振幅の少なくとも一方
を調整させることができる。様々な電気刺激パルスの特定のパラメータについてのこのよ
うな制御は、ＬＣＰ１００が電気刺激治療を効果的に送達することを保証することができ
る。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、処理モジュール１１０はさらに、通信モジュール１０２
を制御して他の装置に情報を送信することができる。例えば、処理モジュール１１０は通
信モジュール１０２を制御して、装置のシステムにおける他の装置と通信するための一つ
以上の通信パルスを生成することができる。例えば、処理モジュール１１０は通信モジュ
ール１０２を制御して、特定のシーケンスで通信パルスを生成することができ、この特定
のシーケンスによって、他の装置に異なるデータが伝達される。通信モジュール１０２は
また、処理モジュール１１０による潜在的なアクションのため、受信された通信信号を処
理モジュール１１０に伝導することもできる。
【００５５】
　さらなる実施形態において、処理モジュール１１０はまた、通信モジュール１０２およ
びパルス発生モジュール１０４が通信パルスおよび電気刺激パルスを患者の組織に送達す
るためのスイッチング回路を制御することができる。前述のように、通信モジュール１０
２およびパルス発生モジュール１０４の両方が、電極１１４および１１４´の一つ以上を
通信モジュール１０２およびパルス発生モジュール１０４に接続するための回路を含むこ
とができ、これにより、これらのモジュールは通信パルスおよび電気刺激パルスを患者の
組織に送達することができる。通信モジュール１０２およびパルス発生モジュール１０４
が通信パルスおよび電気刺激パルスを送達するための一つ以上の電極についての特定の組
み合わせは、通信パルスの受信および電気刺激パルスの有効性の少なくとも一方に影響を
及ぼす。通信モジュール１０２およびパルス発生モジュール１０４の各々がスイッチング
回路を含むことができると説明されたが、いくつかの実施形態において、ＬＣＰ１００は
、通信モジュール１０２、パルス発生モジュール１０４、電極１１４および１１４´のす
べてに接続された単一のスイッチングモジュールを含んでいてもよい。このような実施形
態において、処理モジュール１１０は単一のスイッチングモジュールを制御して、モジュ
ール１０２／１０４を電極１１４／１１４´に接続することができる。
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【００５６】
　いくつかの実施形態において、処理モジュール１１０は、超大規模集積（ＶＬＳＩ）チ
ップまたは特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等の予めプログラミングされたチップを含
むことができる。このような実施形態において、チップはＬＣＰ１００の動作を制御する
ため、制御ロジックを用いて予めプログラミングされていてもよい。予めプログラミング
されたチップを用いることにより、処理モジュール１１０は他のプログラミング可能な回
路と比較して基本機能を維持しつつも電力を削減することができ、ＬＣＰ１００のバッテ
リ寿命を長くすることができる。別の実施形態において、処理モジュール１１０はプログ
ラミング可能なマイクロプロセッサ等を含むことができる。このようなプログラミング可
能なマイクロプロセッサは、製造後にユーザがＬＣＰ１００の制御ロジックを調整するこ
とを可能にし、予めプログラミングされたチップを用いる場合と比較して、ＬＣＰ１００
の柔軟性を向上させることができる。
【００５７】
　さらなる実施形態において、処理モジュール１１０はさらにメモリ回路を含むとともに
、メモリ回路上に情報を格納し、メモリ回路から情報を読み出すことができる。別の実施
形態において、ＬＣＰ１００は処理モジュール１１０と通信可能な別個のメモリ回路（図
示略）を含むことができ、処理モジュール１１０は別個のメモリ回路との間で情報を読み
書きすることができる。メモリ回路は、処理モジュール１１０の一部であろうと処理モジ
ュール１１０とは別個のものであろうと、例えば８ビットのアドレス長を有することがで
きる。しかしながら、別の実施形態において、メモリ回路は１６ビット、３２ビット、６
４ビット、または他の任意の適切なビットのアドレス長を有していてもよい。また、メモ
リ回路は揮発性メモリ、不揮発性メモリ、または揮発性メモリと不揮発性メモリとの組み
合わせとすることができる。
【００５８】
　エネルギー貯蔵モジュール１１２は、ＬＣＰ１００にその動作のための電源を提供する
ことができる。いくつかの実施形態において、エネルギー貯蔵モジュール１１２は非充電
式リチウムベースバッテリであってもよい。別の実施形態において、非充電式バッテリは
当該技術分野で知られている他の適切な材料で生成することもできる。ＬＣＰ１００は植
込み型装置であるため、ＬＣＰ１００へのアクセスは制限される場合がある。このような
状況において、数日、数週、数月、または数年のような長期間にわたって治療を送達する
ため、十分なエネルギー容量を有している必要がある。いくつかの実施形態において、エ
ネルギー貯蔵モジュール１１２はＬＣＰ１００の使用可能な寿命の延長を促進するため、
充電式バッテリとすることもできる。さらに別の実施形態において、エネルギー貯蔵モジ
ュール１１２は、コンデンサ等の他の種類のエネルギー貯蔵装置とすることもできる。
【００５９】
　患者の体内にＬＣＰ１００を移植するため、操作者（例えば医師、臨床医等）はＬＣＰ
１００を患者の心臓組織に固定する場合がある。固定を容易にするため、ＬＣＰ１００は
一つ以上のアンカー１１６を含んでいてもよい。アンカー１１６は、任意の数の固定機構
または係止機構を含むことができる。例えば、アンカー１１６は、一つ以上のピン、ステ
ープル、スレッド、ねじ、らせん、歯等を含むことができる。いくつかの実施形態におい
て、図示されてはいないが、アンカー１１６はその外面に、アンカー１１６の少なくとも
一部の長さに沿って延びるスレッドを含むことができる。スレッドは心臓組織とアンカー
との間に摩擦を生じさせることにより、アンカー１１６の心臓組織内における固定を支援
することができる。別の実施形態において、アンカー１１６は、周囲の心臓組織との係合
を容易にするためのかかり、スパイク等の別の構造を含むこともできる。
【００６０】
　図２は、生理学的信号およびパラメータを検出し、患者の組織に一種類以上の電気刺激
治療を送達するように動作可能な別の医療装置（ＭＤ）２００の一実施形態を示している
。図示の実施形態において、ＭＤ２００は通信モジュール２０２と、パルス発生モジュー
ル２０４と、電気的検出モジュール２０６と、機械的検出モジュール２０８と、処理モジ
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ュール２１０と、エネルギー貯蔵モジュール２１８とを含むことができる。モジュール２
０２、２０４、２０６、２０８、および２１０はそれぞれ、ＬＣＰ１００のモジュール１
０２、１０４、１０６、１０８、および１１０と同様のものとすることができる。また、
エネルギー貯蔵モジュール２１８は、ＬＣＰ１００のエネルギー貯蔵モジュール１１２と
同様のものとすることができる。しかしながら、いくつかの実施形態において、ＭＤ２０
０はハウジング２２０内でより大きな容積を有していてもよい。このような実施形態にお
いて、ＭＤ２００はより大きなエネルギー貯蔵モジュール２１８を含むか、ＬＣＰ１００
の処理モジュール１１０よりも複雑な動作を扱うことのできるより大きな処理モジュール
２１０を含むか、またはその両方とすることができる。
【００６１】
　ＭＤ２００は図１に示すような別のリードレス装置であってもよいが、いくつかの場合
において、ＭＤ２００はリード２１２のようなリードを含んでいてもよい。リード２１２
は、電極２１４とハウジング２２０内に配置された一つ以上のモジュールとの間で電気信
号を伝導する電気ワイヤを含むことができる。いくつかの場合において、リード２１２は
ＭＤ２００のハウジング２２０に接続するとともに、これから離れて延びていてもよい。
いくつかの実施形態において、リード２１２は患者の心臓上、心臓内、または心臓に隣接
して移植される。リード２１２は、リード２１２上の様々な位置に、ハウジング２２０か
ら様々な距離で配置された一つ以上の電極２１４を含むことができる。いくつかのリード
２１２は単一の電極２１４のみを含み、別のリード２１２は複数の電極２１４を含んでい
てもよい。電極２１４は一般に、リード２１２が患者内に移植された時に、電極２１４の
うちの一つ以上が所望の機能を果たすように配置されるように、リード２１２上に位置決
めされる。いくつかの場合において、電極２１４のうちの一つ以上は患者の心臓組織に接
触していてもよい。別の場合において、電極２１４のうちの一つ以上は皮下的であるが、
患者の心臓に隣接するように配置されてもよい。電極２１４は、内因的に生成された電気
心臓信号をリード２１２に伝導することができる。リード２１２は次に、受信された電気
心臓信号をＭＤ２００のモジュール２０２、２０４、２０６、および２０８のうちの一つ
以上に伝導することができる。いくつかの場合において、ＭＤ２００は電気刺激信号を生
成することができ、リード２１２は生成された電気刺激信号を電極２１４に伝導すること
ができる。電極２１４はその後、電気刺激信号を患者の心臓組織に（直接的または間接的
に）伝導することができる。ＭＤ２００はまた、リード２１２上に配置されていない一つ
以上の電極２１４を含んでいてもよい。例えば、一つ以上の電極２１４はハウジング２２
０に直接接続されていてもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、リード２１２はさらに、加速度計、血圧センサ、心音セ
ンサ、血液酸素センサ、および心臓や患者についての一つ以上の生理学的パラメータを測
定するように構成された他のセンサの少なくとも一つを含んでいてもよい。このような実
施形態において、機械的検出モジュール２０８はリード２１２に電気的に接続されるとと
もに、このようなセンサから生成された信号を受信することができる。
【００６３】
　必須ではないが、いくつかの実施形態において、ＭＤ２００は植込み型医療装置とする
ことができる。このような実施形態において、ＭＤ２００のハウジング２２０は、例えば
患者の経気管領域に移植することができる。ハウジング２２０は一般に、人体内に移植し
ても安全であることが知られているいくつかの材料のうちのいずれかを含むことができ、
移植された時に、ＭＤ２００の様々な構成要素を患者の体液および組織から密封すること
ができる。このような実施形態において、リード２１２は、患者の心臓内、患者の心臓に
隣接した位置、患者の背骨に隣接した位置、または他の任意の所望の位置のような、患者
内の一つ以上の様々な位置に移植することができる。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、ＭＤ２００は植込み型心臓ペースメーカー（ＩＣＰ）と
することができる。これらの実施形態において、ＭＤ２００は、患者の心臓上または心臓
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内に移植される一つ以上のリード、例えばリード２１２を有していてもよい。一つ以上の
リード２１２は、患者の心臓の組織および血液の少なくとも一方に接触する一つ以上の電
極２１４を含むことができる。ＭＤ２００は内因的に生成された心臓電気信号を検出し、
検出された信号の分析に基づいて、例えば一つ以上の心臓不整脈を決定するように構成す
ることができる。ＭＤ２００は心臓内に移植されたリード２１２を介して、ＣＲＴ、ＡＴ
Ｐ治療、徐脈治療、および他の種類の治療の少なくとも一つを送達するように構成するこ
とができる。いくつかの実施形態において、ＭＤ２００はさらに、除細動／電気除細動治
療を提供するように構成されていてもよい。
【００６５】
　いくつかの場合において、ＭＤ２００は植込み型除細動器（ＩＣＤ）とすることができ
る。このような実施形態において、ＭＤ２００は患者の心臓内に移植された一つ以上のリ
ードを含んでいてもよい。ＭＤ２００はまた、電気心臓信号を検出し、検出された電気心
臓信号に基づいて不整脈の発生を判定し、頻脈性不整脈の発生の判定に応じて除細動／電
気除細動治療を送達するように構成することもできる。別の実施形態において、ＭＤ２０
０は皮下植込み型除細動器（Ｓ－ＩＣＤ）とすることができる。ＭＤ２００がＳ－ＩＣＤ
である実施形態において、リード２１２の一つは皮下的に移植されたリードとすることが
できる。ＭＤ２００がＳ－ＩＣＤである少なくともいくつかの実施形態において、ＭＤ２
００は、皮下的であるが胸腔の外側に移植された単一のリードのみを含んでいてもよいが
、これは必須ではない。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、ＭＤ２００は植込み型医療装置でなくてもよい。むしろ
、ＭＤ２００は患者の体外の装置であってもよく、電極２１４は患者の身体上に配置され
た皮膚電極とすることができる。このような実施形態において、ＭＤ２００は表面電気信
号（例えば、心臓によって生成される電気心臓信号、または患者の体内に移植された装置
によって生成されて、身体を通して皮膚に伝導される電気信号）を検出することができる
。このような実施形態において、ＭＤ２００は例えば除細動治療を含む、様々な種類の電
気刺激治療を送達するように構成することができる。
【００６７】
　図３は、医療装置システムと、医療装置システムの医療装置３０２、３０４、３０６、
および３１０のうちの複数の医療装置が通信可能な通信経路とについての一実施形態を示
している。図示の実施形態において、医療装置システム３００はＬＣＰ３０２および３０
４と、外部医療装置３０６と、他のセンサ／装置３１０とを含むことができる。外部装置
３０６は、ＭＤ２００に関連して前述したように、患者の体外に配置された装置とするこ
とができる。他のセンサ／装置３１０は、ＩＣＰ、ＩＣＤ、およびＳ－ＩＣＤ等の、ＭＤ
２００に関連して前述したような装置のいずれかとすることができる。他のセンサ／装置
３１０ははまた、加速度計、血圧センサ等の、患者についての情報を収集する様々な診断
センサを含んでいてもよい。いくつかの場合において、他のセンサ／装置３１０には、シ
ステム３００の一つ以上の装置をプログラミングするために使用可能な外部プログラミン
グ装置が含まれ得る。
【００６８】
　システム３００の様々な装置は、通信経路３０８を介して通信することができる。例え
ば、ＬＣＰ３０２および３０４の少なくとも一方は、内因性心臓電気信号を検出し、この
信号を通信経路３０８を介して、システム３００の一つ以上の他の装置３０２／３０４、
３０６、および３１０に通信することができる。一実施形態において、装置３０２／３０
４の一つ以上はこのような信号を受信し、受信された信号に基づいて、不整脈の発生を判
定することができる。いくつかの場合において、装置３０２／３０４はこのような判定を
、システム３００の一つ以上の他の装置３０６および３１０に通信することができる。い
くつかの場合において、システム３００の装置３０２／３０４、３０６、および３１０の
一つ以上は、患者の心臓に適切な電気刺激を送達すること等によって、通信された不整脈
の判定に基づいてアクションをとることができる。システム３００の装置３０２／３０４
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、３０６、および３１０の一つ以上はさらに、通信経路を介してコマンドメッセージまた
は応答メッセージを通信することができる。コマンドメッセージは受信装置に特定のアク
ションをとらせることができ、応答メッセージは要求された情報や、受信装置が実際に通
信されたメッセージまたはデータを受信したことの確認を含むことができる。
【００６９】
　システム３００の様々な装置が経路３０８を介して、ＲＦ信号、誘導結合、光信号、音
響信号、または他の任意の通信に適した信号を用いて通信することができると考えられる
。また、少なくともいくつかの実施形態において、システム３００の様々な装置は経路３
０８を介して、複数の信号タイプを用いて通信することができる。例えば、他のセンサ／
装置３１０は外部装置３０６と第一の信号タイプ（例えばＲＦ通信）を用いて通信するこ
とができるが、ＬＣＰ３０２／３０４とは第二の信号タイプ（例えば伝導通信）を用いて
通信することができる。さらに、いくつかの実施形態において、装置間の通信は制限され
る場合がある。例えば前述のように、いくつかの実施形態において、ＬＣＰ３０２／３０
４は外部装置３０６と他のセンサ／装置３１０を介してのみ通信することができ、この場
合、ＬＣＰ３０２／３０４は他のセンサ／装置３１０に信号を送信し、他のセンサ／装置
３１０は受信された信号を外部装置３０６に送信する。
【００７０】
　いくつかの場合において、システム３００の様々な装置は経路３０８を介して、伝導通
信信号を用いて通信することができる。従って、システム３００の装置は伝導通信を可能
にする構成要素を含むことができる。例えば、システム３００の装置は伝導通信信号（例
えば、電流パルスおよび電圧パルスの少なくとも一方）を患者の体内に、送信装置の一つ
以上の電極を介して送信するように構成することができ、受信装置の一つ以上の電極を介
して伝導通信信号（例えばパルス）を受信することができる。患者の身体は伝導通信信号
（例えばパルス）を、システム３００における送信装置の一つ以上の電極から受信装置の
電極に「伝導」することができる。このような実施形態において、送達される伝導通信信
号（例えばパルス）は、ペーシングパルス、除細動／電気除細動パルス、または他の電気
刺激治療信号とは異なっていてもよい。例えば、システム３００の装置は、サブスレッシ
ョルドの振幅／パルス幅で電気通信パルスを送達することができる。すなわち、通信パル
スは心臓を捕捉しないように設計された振幅／パルス幅を有している。しかしながら、い
くつかの場合において、送達される電気通信パルスの振幅／パルス幅は心臓の捕捉閾値を
上回っていてもよいが、必要に応じて、心臓の不応期中に送達するか、ペーシングパルス
に対して組み込みまたは変調を行うか、またはその両方とすることもできる。
【００７１】
　送達される電気通信パルスは、通信される情報を符号化するための任意の適切な方法で
変調することができる。いくつかの場合において、通信パルスはパルス幅変調されるか、
振幅変調されるか、またはその両方とすることができる。代替的または追加的に、パルス
間の時間を変調して所望の情報を符号化することもできる。いくつかの場合において、伝
導通信パルスは必要に応じて、電圧パルス、電流パルス、二相電圧パルス、二相電流パル
ス、または他の任意の適切な電気パルスとすることができる。
【００７２】
　図４および図５は、本明細書に開示された技術に従って動作するように構成可能な例示
的な医療装置システムを示している。例えばシステムは、患者内に移植されるとともに、
生理学的信号を検出し、心臓不整脈の発生を判定し、検出された心臓不整脈を治療するた
めに電気刺激を送達するように構成された複数の装置を含むことができる。図４において
、ＬＣＰ４０２は心臓４１０の左心室の内部に固定されて示されており、パルス発生器４
０６は一つ以上の電極４０８ａ～４０８ｃを有するリード４１２に接続されて示されてい
る。いくつかの場合において、パルス発生器４０６は皮下植込み型除細動器（Ｓ－ＩＣＤ
）の一部とすることができ、一つ以上の電極４０８ａ～４０８ｃは心臓に隣接して皮下的
に配置されていてもよい。ＬＣＰ４０２は、例えば通信経路３０８を介してＳ－ＩＣＤと
通信することができる。図４に示すＬＣＰ４０２、パルス発生器４０６、リード４１２、
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および電極４０８ａ～４０８ｃの位置は、単なる例示にすぎない。システム４００の別の
実施形態において、ＬＣＰ４０２は必要に応じて、右心室、右心房、または左心房に配置
することができる。さらに別の実施形態において、ＬＣＰ４０２は心臓４１０に隣接した
外部に、または心臓４１０から離れて移植することもできる。
【００７３】
　図５において、ＬＣＰ５０２は心臓５１０の左心室の内部に固定されて示されており、
パルス発生器５０６は一つ以上の電極５０４ａ～５０４ｃを有するリード５１２に接続さ
れて示されている。いくつかの場合において、パルス発生器５０６は植込み型心臓ペース
メーカー（ＩＣＰ）および植込み型除細動器（ＩＣＤ）の少なくとも一方の一部とするこ
とができ、一つ以上の電極５０４ａ～５０４ｃは心臓５１０内に配置されていてもよい。
いくつかの場合において、ＬＣＰ５０２は、例えば通信経路３０８を介して植込み型心臓
ペースメーカー（ＩＣＰ）および植込み型除細動器（ＩＣＤ）の少なくとも一方と通信す
ることができる。図４と同様に、図５に示すＬＣＰ５０２、パルス発生器５０６、リード
５１２、および電極５０４ａ～５０４ｃの位置は、単なる例示にすぎない。システム５０
０の別の実施形態において、ＬＣＰ５０２は必要に応じて、右心室、右心房、または左心
房に配置することができる。さらに別の実施形態において、ＬＣＰ５０２は心臓５１０に
隣接した外部に、または心臓５１０から離れて移植することもできる。また、いくつかの
実施形態において、リード５１２および電極５０４ａ～５０４ｃの少なくとも一つは、心
臓５１０の異なるチャンバ内に配置することができ、あるいは、パルス発生器は、心臓５
１０内、または心臓５１０に隣接して配置された追加のリードおよび電極の少なくとも一
方を含むことができる。
【００７４】
　医療装置システム４００および５００はまた、外部支持装置４２０および５２０のよう
な外部支持装置を含んでいてもよい。外部支持装置４２０および５２０は、装置の識別、
装置のプログラミング、および本明細書に記載された通信技術の一つ以上を用いた装置間
におけるリアルタイムデータおよび格納されたデータの少なくとも一方の送信の少なくと
も一つのような機能を実行するために使用することができる。一実施形態として、外部支
持装置４２０およびパルス発生器４０６間の通信はワイヤレスモードで実行され、パルス
発生器４０６およびＬＣＰ４０２間の通信は伝導モードで実行される。いくつかの実施形
態において、ＬＣＰ４０２および外部支持装置４２０間の通信は、パルス発生器４０６を
介して通信情報を送信することによって達成される。しかしながら、別の実施形態におい
て、ＬＣＰ４０２および外部支持装置４２０間の通信は、通信モジュールを介して行われ
てもよい。
【００７５】
　図４および図５は単に、本明細書に開示された技術に従って動作するように構成可能な
医療装置システムのいくつかの実施形態を示しているにすぎない。別の例示的な医療装置
システムは、追加の、または異なる医療装置および構成の少なくとも一方を含んでいても
よい。例えば、本明細書に開示された技術に従って動作するのに適した別の医療装置シス
テムは、心臓内に移植された追加のＬＣＰを含んでいてもよい。別の例示的な医療装置シ
ステムは、除細動治療を送達可能な少なくとも一つのＬＣＰとともに、複数のＬＣＰを含
むことができ、パルス発生器４０６または５０６等の他の装置を有していても、有してい
なくてもよい。さらに別の実施形態は、経静脈的ペースメーカーとともに移植された一つ
以上のＬＣＰを含むことができ、移植されたＳＩＣＤを有していても、有していなくても
よい。さらに別の実施形態において、医療装置、リード、および電極の少なくとも一つに
ついての構成または配置は、図４および図５に示すものとは異なっていてもよい。従って
、図４および図５に示すものとは異なる多くの他の医療装置システムが、本明細書に開示
された技術に従って操作され得ると認識されるべきである。このように、図４および図５
に示す例示的なシステムは、決して限定的であるとみなされるべきではない。
【００７６】
　さらに、開示された技術は、心臓不整脈の検出および治療を行うように構成されていな
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い装置にも適用することができる。例えば、本明細書に開示された技術は、他の装置およ
びセンサの少なくとも一方と通信する任意の医療装置またはセンサに適用することができ
る。従って、以下の実施形態はＬＣＰ装置およびＳ－ＩＣＤ装置に関連して説明されてい
るが、本願はこれに限定されるものではない。また、以下で使用される「通信パルス」と
いう用語は、ＲＦパルス、音響パルス、光パルス、誘導パルス、および伝導パルスの少な
くとも一つのような、前述の通信様式のいずれかのパルスに対応し得る。
【００７７】
　例示的な一実施形態として図４のシステムを使用する場合、ＬＣＰ４０２およびＳ－Ｉ
ＣＤ装置（パルス発生器４０６を含み得る）は、例えば心臓の異常を検出し、検出された
心臓の異常を治療するために互いに通信することができる。前述のように、ＬＣＰ４０２
およびＳ－ＩＣＤは、通信パルスを送り合うことによって通信することができる。両装置
の通信モジュールは通信パルスを常時監視し、さらなるアクションのため、受信された通
信パルスを処理ユニットに伝送することができる。通信モジュールは常時監視状態にある
ため、通信パルス以外の信号、例えばノイズ信号をも受信してしまう場合がある。この実
施形態においては双方向通信が使用されているが、いくつかのシステムにおいては一方向
通信のみが使用されてもよいと考えられる。
【００７８】
　装置が遭遇し得る一つの問題は、ノイズ信号を通信パルスとして解釈してしまうことで
ある。ノイズ信号を通信パルスとして解釈してしまうことへの対策として、装置は最小通
信受信閾値（ＭＣＲＴ）を使用することができる。ＭＣＲＴは最小エネルギー閾値であっ
てもよく、装置はＭＣＲＴを上回るエネルギーレベルで受信された信号のみを通信パルス
として解釈することができる。もちろん、装置は受信された信号の形態または他の特徴を
分析すること等により、受信された信号が（ノイズ信号または他の信号ではなく）通信パ
ルスであるか否かを判定するための他のメカニズムを使用することもできる。通信パルス
とノイズ信号または他の信号とを区別するための他の例示的なメカニズムには、パルス位
置パラメータを使用することが含まれ得る。例えば、通信パルスを送達する装置は、所定
の時間または時間間隔でパルスを送達するように構成することができる。このような実施
形態において、受信装置が通信パルスであるとも思われるが所定の時間または時間間隔の
外で生じた信号を受信した場合、受信装置はこの受信された信号を通信パルス以外の信号
であるとして解釈するであろう。このような他のメカニズムは、ＭＣＲＴの代わりに、ま
たはＭＣＲＴに加えて使用することができる。
【００７９】
　例えば受信された信号が装置のＭＣＲＴを上回るエネルギーレベルを有しているか、い
くつかの実施形態において、受信された信号が通信パルスであるか否かの一つ以上の他の
テストに合格したという理由により、受信された信号が通信パルスであると装置が判断し
た場合、装置は追加の処理のため、受信された信号を装置の一つ以上のモジュールに転送
することができる。
【００８０】
　ＭＣＲＴが低すぎる場合、ノイズがＭＣＲＴを上回り、通信パルスとして誤って解釈さ
れてしまうことがある。これにより、通信データの信頼性および精度が低下する可能性が
ある。ＭＣＲＴが高すぎる場合、すなわちＭＣＲＴが通信パルスを確実に受信するのに必
要なレベルよりも高く設定された場合、送信医療装置は各通信パルスを送信するために余
分なエネルギーを消費しなければならないことがある。多くの医療装置の電源（例えば、
バッテリまたは他のエネルギー貯蔵モジュール）は限られているため、各通信パルスによ
って消費されるエネルギーを削減することは重要な考慮事項となり得、場合によっては医
療装置の使用可能な寿命を実質的に延長することができる。
【００８１】
　従って、ＭＣＲＴが適切なレベルに設定されることを確実にするため、例えばＬＣＰ４
０２およびＳ－ＩＣＤの少なくとも一方は、周期的にＭＣＲＴテストを実行してもよい。
ＭＣＲＴテストを実行する典型的な間隔には、一日一回、週一回、月一回、または他の任
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意の適切な間隔が含まれる。別の実施形態において、装置はＭＣＲＴテストをトリガ事象
に基づいて、例えば無視された通信試行、温度変化、電圧変化、または一つ以上の治療の
送達についての閾値量の検出時に実行してもよい。第一装置は例えば、通常、第二装置に
一つ以上の通信パルスに対する応答を生じさせる通信パルスを送信することができる。第
一装置は、第一装置が第二装置からの応答を受信することなく通信を発行した回数をカウ
ントすることができる。カウントが閾値量に達した後、第一装置は第二装置にトリガを与
えて、ＭＣＲＴテストを実行させることができる。このような実施形態において、第一装
置は代替の通信方法を用いて第二装置にトリガを通信するか、通信パルスのエネルギーレ
ベルを高いレベルに上げる等、第二装置にトリガを通信する前に、通信パルスの一つ以上
のパラメータを調整することができる。前述のものに加えて、いくつかの場合において、
トリガ事象には、装置パラメータ（例えばペーシングレート）の変化、患者の活動の変化
（例えば血行動態の変化）、患者の姿勢の変化、検出された患者の事象（例えば除細動シ
ョック）、通信パラメータ（例えば周波数）の変化等の他の事象が含まれ得る。装置はＭ
ＣＲＴテストを移植時、定期的なタイミング、およびトリガ事象時の少なくとも一つにお
いて実行することができる。
【００８２】
　図６～図８は、ＭＣＲＴテスト中にＬＣＰ４０２等の装置によって受信される信号の一
実施形態を示している。いくつかの実施形態において、ＬＣＰ４０２は受信された信号の
エネルギーレベルの尺度として、受信された信号の電圧を使用することができる。このよ
うな実施形態において、ＬＣＰ４０２は電圧閾値６０４で表される電圧閾値を、ＭＣＲＴ
として設定することができる。しかしながら、別の実施形態において、ＬＣＰ４０２は信
号の電力または信号の電気エネルギーのような、ＭＣＲＴテスト中にＭＣＲＴとして閾値
を設定するためのエネルギーの別の尺度を使用することもできる。図６は、ＭＣＲＴテス
ト中にＬＣＰ４０２によって受信される例示的な信号である信号６００を示している。Ｍ
ＣＲＴテストの間、ＬＣＰ４０２は所定の期間中に患者の組織にパルスを送達するため、
Ｓ－ＩＣＤと協調することができる。いくつかの実施形態において、パルスは通信パルス
とすることができる。別の実施形態において、パルスはテストパルスであってもよい。テ
ストパルスは、通信パルスと同様のパラメータ（例えば、パルス幅および振幅）を有して
いてもよい。しかしながら、テストパルスは受信装置に情報を伝達するように構成されて
いなくてもよく、Ｓ－ＩＣＤは情報を伝達するような組み合わせでテストパルスを送達し
なくてもよい。パルスは、Ｓ－ＩＣＤが電気刺激治療の送達中に送達するように構成可能
な刺激および除細動パルスの少なくとも一方とは異なっていてもよい。信号６００は、こ
の所定の期間中にＬＣＰ４０２によって受信することができる。所定の期間は、心拍間の
心臓サイクルの一部、例えばＴ波の後で次のＰ波の前の期間であってもよい。別の実施形
態において、所定の期間は、複数の心臓サイクルにまたがっていてもよい。例えば、所定
の期間は、各期間が心拍間の心臓サイクルの一部である、複数の不連続な期間を含むこと
ができる。
【００８３】
　いずれにしても、Ｓ－ＩＣＤは、所定の期間中にパルス６０２ａおよび６０２ｂのよう
な一つ以上のパルスを送達するように構成することができる。Ｓ－ＩＣＤは、パルスを送
達するための多くの異なる方法で構成することができる。例えば、Ｓ－ＩＣＤは、所定の
期間中に規則的な間隔またはランダムな間隔で、設定された量のパルスを送達するように
構成することができる。あるいは、Ｓ－ＩＣＤは、所定の期間中に規則的な間隔またはラ
ンダムな間隔で、ランダムな、または有界乱数のパルスを送達するように構成することが
できる。いくつかの場合において、Ｓ－ＩＣＤがＭＣＲＴテスト中にパルスを送達するプ
ロトコルは、ＬＣＰ４０２にも知らされている。従って、ＬＣＰ４０２は、ＭＣＲＴテス
ト中にＳ－ＩＣＤが送達するパルスのタイミングおよび数の少なくとも一方について知る
ことができる。あるいは、Ｓ－ＩＣＤはＭＣＲＴテスト後にＬＣＰ４０２に、Ｓ－ＩＣＤ
がＭＣＲＴテスト中に送達したパルスの数を示す別個の通信を送信してもよい。
【００８４】
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　ＭＣＲＴテストの間、ＬＣＰ４０２は、Ｓ－ＩＣＤによって送達されたパルスを含む信
号や、様々なノイズ信号または他の信号を受信することができる。信号６００において、
パルスはパルス６０２ａおよび６０２ｂによって表されており、ノイズまたは他の信号は
パルス６０２ａおよび６０２ｂの前、間、および後のギザギザの部分によって表されてい
る。マーカー６０８で示すように、ＬＣＰ４０２は、電圧閾値６０４の下部から電圧閾値
６０４の上部に信号６００が交差する回数をカウントすることができる。所定の期間が満
了すると、ＬＣＰ４０２は電圧閾値６０４に対して検出された交差の回数と、Ｓ－ＩＣＤ
によって送達されたパルスの数とを比較することができる。二つの数が許容可能であると
された場合、ＬＣＰ４０２は電圧閾値６０４を、将来の通信のためのＭＣＲＴとして使用
することができる。いくつかの実施形態において、二つの数が一致した場合、例えば電圧
閾値６０４の交差の回数が送達されたパルスの数と等しかった場合に、二つの数は許容可
能であるとすることができる。しかしながら、別の実施形態においては、送達されたパル
スの数と電圧閾値６０４に対して検出された交差の回数とが互いに５パーセント、１０パ
ーセント、１５パーセント、２０パーセント、または他の任意の適切なパーセント等の特
定のパーセンテージ内にある場合に、二つの数は許容可能であるとすることができる。
【００８５】
　送達されたパルスの数が電圧閾値６０４に対して検出された交差の回数よりも少なかっ
た場合、ＬＣＰ４０２は新しくより高い電圧閾値を設定し、再びＭＣＲＴテストを実行す
ることができる。ＬＣＰ４０２は次のＭＣＲＴテストのため、電圧閾値を２ミリボルト、
５ミリボルト、７ミリボルト、１０ミリボルト、１５ミリボルト、２０ミリボルト、また
は他の任意の適切な値だけ上げることができる。別の実施形態において、ＬＣＰ４０２は
現在の電圧閾値に対して３パーセント、５パーセント、７パーセント、１０パーセント、
１５パーセント、２０パーセント、または他の任意の適切な値等の所定のパーセンテージ
だけ電圧閾値を上げることもできる。図７および図８は両方とも、パルス７０２ａおよび
７０２ｂ、パルス８０２ａおよび８０２ｂを含むＭＣＲＴテストを示しており、ＬＣＰ４
０２はそれぞれ連続的に高くなる電圧閾値７０４および８０４を使用している。図からわ
かるように、マーカー７０８および８０８で表す電圧閾値に対して検出された交差は、電
圧閾値がそれぞれ連続的に増加するにつれて少なくなっている。図８の実施形態において
、送達されたパルスの数は、電圧閾値８０４の下部から電圧閾値８０４の上部に対して検
出された交差の回数と等しくなっている。従って、ＬＣＰ４０２は、ＭＣＲＴを電圧閾値
８０４と等しい値に設定することができる。いくつかの場合において、ＭＣＲＴは電圧閾
値８０４よりも余裕分だけ上の値を設定することもできる。
【００８６】
　送達されたパルスの数がＭＣＲＴテスト中に電圧閾値に対して検出された交差の回数よ
りも多かった場合、ＬＣＰ４０２は新しくより低い電圧閾値を設定し、別のＭＣＲＴテス
トを実行することができる。このような状況において、送達されるパルスの一つ以上がＭ
ＣＲＴ電圧閾値に達しないように、ＬＣＰ４０２は電圧閾値を非常に高く設定することが
できる。いくつかの場合において、送信装置（例えば、本実施形態におけるＳＩＣＤ）は
、送達されるパルスの数がＭＣＲＴ中に電圧閾値に対して検出される交差の回数よりも多
くなるように、数を軽減することを支援するため、ＭＣＲＴテスト中に高いパルスを提供
することができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態において、ＬＣＰ４０２は、送達されたパルスの数とＭＣＲＴテス
ト中に電圧閾値に対して検出された交差の回数とが許容可能であると判定した後も、依然
として後続のＭＣＲＴテストを実行可能であるようなＭＣＲＴテストを採用することがで
きる。例えば、このような実施形態において、ＬＣＰ４０２はＭＣＲＴをより低く設定す
るとともに、ノイズ信号または他の信号の大部分を無視することもできる。このようにし
てＭＣＲＴを低下させることにより、通信中に使用されるエネルギーの量を削減すること
ができる。従って、送達されたパルスの数とＭＣＲＴテスト中に電圧閾値に対して検出さ
れた交差の回数とが許容可能であると判定された後に、ＬＣＰ４０２は新しくより低い電
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圧閾値で別のＭＣＲＴテストを実行することができる。ステップダウンされた電圧閾値で
の追加のＭＣＲＴテストは、送達されるパルスの数とＭＣＲＴテスト中に電圧閾値に対し
て検出される交差の回数とが比較的に許容可能でなくなるまで繰り返すことができる。
【００８８】
　このような実施形態において、ＬＣＰ４０２は、電圧閾値の最後の増加分よりも少ない
分だけ後続のＭＣＲＴにおける電圧閾値を下げることができる。例えば、ＬＣＰ４０２は
、電圧閾値の最後の増加分に対して４分の１、３分の１、２分の１、３分の２、４分の３
、または他の任意の適切な割合だけ電圧閾値を低下することができる。一実施形態として
図７および図８を用いるとすると、電圧閾値７０４および電圧閾値８０４の間の電圧増加
が１０ミリボルトであった場合、ＬＣＰ４０２は後続のＭＣＲＴテストにおいて、電圧閾
値８０４よりも（例えば、電圧閾値７０４および電圧閾値８０４の間の電圧閾値の増加分
の４分の１である）２．５ミリボルトだけ低い電圧閾値を新しく設定することができる。
ＬＣＰ４０２は、１０ミリボルトに対する異なる割合だけ電圧閾値８０４よりも低く設定
された（例えば、５ミリボルト、６と３分の２ミリボルト、７．５ミリボルト等）新しい
電圧閾値で、送達されるパルスの数とＭＣＲＴテスト中に電圧閾値に対して検出される交
差の回数とが許容可能でなくなるまで（例えば、二つの数が一致しなくなるか、互いの所
定のパーセンテージ内に入らなくなるまで）、複数の追加のＭＣＲＴテストを実行するこ
とができる。この時点で、ＬＣＰ４０２は、二つの数が許容可能であった最後の電圧閾値
に等しい値に（時には余裕分だけ加算して）ＭＣＲＴを設定することができる。図７およ
び図８の実施形態において、送達されたパルスの数と電圧閾値に対して検出された交差の
回数とが、電圧閾値８０４よりも２．５ミリボルトだけ低い電圧閾値ではＭＣＲＴテスト
において許容可能であったが、電圧閾値８０４よりも５ミリボルトだけ低い電圧閾値では
ＭＣＲＴテストにおいて許容可能でなかった場合、ＬＣＰ４０２は電圧閾値８０４よりも
２．５ミリボルトだけ低い電圧閾値と等しい値にＭＣＲＴを設定することができる。
【００８９】
　上記説明は、ＭＣＲＴテストがどのように実行され得るかについての単なる一例にすぎ
ない。別の実施形態において、比較的低い電圧閾値６０４から開始する代わりに、ＬＣＰ
４０２は比較的高い電圧閾値から開始し、後続のＭＣＲＴテストにおいて、電圧閾値を低
下させてもよい。このような実施形態において、ＬＣＰ４０２は、送達されたパルスの数
と電圧閾値に対して検出された交差の回数とが許容可能となったテストにおける最も低い
電圧閾値を特定し、この閾値に等しい値に（時には余裕分だけ加算して）将来の通信のた
めのＭＣＲＴを設定することができる。さらに別の実施形態において、ＬＣＰ４０２は一
つのＭＣＲＴテストを実行するが、異なる閾値を用いて結果を評価してもよい。この実施
形態を図９に示す。図９からわかるように、単一のＭＣＲＴテストは結果として、パルス
９０２ａおよび９０２ｂを含む単一の信号９００をもたらす。ＬＣＰ４０２は、複数の電
圧閾値９０４ａ～９０４ｃを用いて信号９００を分析することができる。各電圧閾値につ
いて、ＬＣＰ４０２は、マーカー９０８ａ～９０８ｃで示す電圧閾値の下部から電圧閾値
の上部への交差の回数をカウントすることができる。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、ＭＣＲＴテストは閾値の側面に加えて、タイミングの側
面を含むことができる。閾値の側面のみを含むＭＣＲＴテストにおいて、送達されたパル
スの電圧レベルが電圧閾値を下回る一方で、ノイズまたは他の信号の電圧レベルが電圧閾
値を上回るという状況が生じ得る。このような状況において、受信装置は、送達されたパ
ルスの数に等しい受信パルスの数のカウントを、誤って終了してしまう場合がある。この
ようなエラーへの対策として、送達装置は所定の時間に、または所定の周期でパルスを送
達するように構成することができる。このような実施形態において、受信装置は、所定の
時間または（所定の周期によって定まる）所定の間隔の終了時に生じた場合にのみ、電圧
閾値に対する交差の回数をカウントすることができる。さらなる実施形態において、受信
装置は、所定の時間または所定の間隔の終了時の前後にウィンドウを定義することができ
る。受信装置は、ウィンドウ内において生じた場合にのみ、閾値交差とすることができる
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。
【００９１】
　図１０および図１１は、少なくともいくつかのＭＣＲＴテストの追加の特徴を示してい
る。図１０は、パルス１００２ａおよび１００２ｂを含む信号１０００を示している。図
１０からわかるように、ＬＣＰ４０２は電圧閾値１００４を、パルス１００２ａおよび１
００２ｂのみが電圧閾値１００４を上回るような値に設定することができていない。これ
らの実施形態において、ＬＣＰ４０２は、電圧閾値に対して検出された交差の回数が許容
可能となる電圧閾値を決定することができない。ＬＣＰ４０２は、Ｓ－ＩＣＤが送達され
るパルスのエネルギーレベルを増加させることを要求する通信を、Ｓ－ＩＣＤに送信する
ことができる。この特定の実施形態において、これはＳ－ＩＣＤが送達されるパルスの電
圧振幅を増加させることを意味するであろう。別の実施形態において、Ｓ－ＩＣＤはパル
ス幅、パルスの電力、パルスの電気エネルギー、または他の何らかのパラメータを増加さ
せてもよい。図１１は、通信パルス１１０２ａおよび１１０２ｂを含む信号１１００を示
している。図１１の実施形態において、Ｓ－ＩＣＤは、送達される通信パルス１１０２ａ
および１１０２ｂのエネルギーレベルを上げている（例えば、電圧振幅を増加させている
）。ここで、パルス１１０２ａおよび１１０２ｂはマーカー１１０８で表すように、電圧
閾値１１０４の下部から電圧閾値１１０４の上部に交差する。ＬＣＰ４０２はその後、Ｍ
ＣＲＴの決定を進めることができる。また、このような実施形態において、ＬＣＰ４０２
が将来の通信のためのＭＣＲＴを設定するのとは別に、Ｓ－ＩＣＤもまた、将来の通信の
ために送達される通信パルスのエネルギーレベルを変化させることができる。ＭＣＲＴは
、ノイズレベルよりも所望の信号対雑音（ＳＮ）比を示す分だけ上に設定することができ
る。
【００９２】
　いくつかの場合において、結果の確認を支援するため、同じ電圧閾値で複数のＭＣＲＴ
テストを繰り返してもよい。ＭＣＲＴテストを繰り返すたびに電圧閾値の下部から電圧閾
値の上部への信号交差の回数が変化する場合、最大カウント値、平均カウント値、または
他の任意の適切な値を使用して、送達されたパルスの数が電圧閾値に対して検出された交
差の回数と許容可能に一致するか否かを判定することができる。いくつかの場合において
、同じ電圧閾値を用いた複数のＭＣＲＴテストにわたって信号交差の回数の標準偏差を算
出することができ、標準偏差が閾値偏差を上回った場合、ＭＣＲＴテストは失敗したとみ
なして、電圧閾値を増加させることができる。これは単なる一例にすぎない。
【００９３】
　上述のＭＣＲＴテストに関する記載はＬＣＰ４０２に関連してなされたが、医療装置シ
ステムの各装置が独自のＭＣＲＴを有していてもよい。従って、システムの各装置は独立
してＭＣＲＴを決定することができる。いくつかの場合において、ＬＣＰ４０２は、ＬＣ
Ｐ４０２にパルスを提供する各医療装置に対して異なるＭＣＲＴを決定することができる
。例えば、ＬＣＰ４０２はＳ－ＩＣＤによって提供されるパルスに対して第一ＭＣＲＴを
決定し、別のＬＣＰによって提供されるパルスに対して第二ＭＣＲＴを決定し、診断専用
センサ装置によって提供されるパルスに対して第三ＭＣＲＴを決定することができる。こ
れは単なる一例にすぎない。
【００９４】
　医療システムの装置は、エネルギー使用の削減を達成するため、通信の他の側面を調整
することもできる。例えば、ＬＣＰ４０２およびＳ－ＩＣＤの少なくとも一方のような装
置は、通信中に使用される通信パルスのエネルギーレベルを調整することができる。ＭＣ
ＲＴテストの一部として、またはＭＣＲＴテストとは別個に、装置は定期的に通信パルス
エネルギーレベル低減テスト（ＥＬＲＴ）を実行してもよい。このようなＥＬＲＴテスト
を実行する典型的な間隔には、一日一回、週一回、月一回、または他の任意の適切な間隔
が含まれる。別の実施形態において、装置はＥＬＲＴテストをトリガ事象に基づいて、例
えば無視された通信試行、温度変化、電圧変化、または一つ以上の治療の送達についての
閾値量の検出時に実行してもよい。第一装置は例えば、通常、第二装置に一つ以上の通信
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パルスに対する応答を生じさせる通信パルスを送信することができる。第一装置は、第一
装置が第二装置からの応答を受信することなく通信を発行した回数をカウントすることが
できる。カウントが閾値量に達した後、第一装置は第二装置にトリガを与えて、通信パル
スＥＬＲＴテストを実行させることができる。このような実施形態において、第一装置は
代替の通信方法を用いて第二装置にトリガを通信するか、第二装置にトリガを通信する前
に、通信パルスの一つ以上のパラメータを調整する（例えば、電圧閾値を高いレベルに増
加させる）ことができる。前述のものに加えて、いくつかの場合において、トリガ事象に
は、装置パラメータ（例えばペーシングレート）の変化、患者の活動の変化（例えば血行
動態の変化）、患者の姿勢の変化、検出された患者の事象（例えば除細動ショック）、通
信パラメータ（例えば周波数）の変化等の他の事象が含まれ得る。装置はＥＬＲＴテスト
を移植時、定期的なタイミング、およびトリガ事象時の少なくとも一つにおいて実行する
ことができる。
【００９５】
　図１２は、通信パルスの様々な特徴を含む、例示的な通信パルスの一実施形態を示して
いる。図１２の実施形態において、通信パルス１２０２は、正極性電圧振幅１２０４、負
極性電圧振幅１２０６、正パルス幅１２０８、負パルス幅１２１０、および総パルス幅１
２１２を有する二相通信パルスである。通信パルス１２０２は、装置が使用可能な通信パ
ルスの単なる一例であるとして解釈されるべきである。別の例示的な通信パルスは、正の
極性または負の極性のいずれかのみを有する単相性であり、任意の適切な形態を有するこ
とができる。また、少なくともいくつかの実施形態において、必要に応じて、正パルス幅
１２０８および負パルス幅１２１０の間に期間を設けることもできる。
【００９６】
　通信パルス１２０２は総エネルギーレベルを有しており、通信パルス１２０２の総エネ
ルギーレベルは、通信パルス１２０２の振幅、パルス幅、および形態（または形状）等の
通信パルス１２０２のパラメータに関連していてもよい。簡略化のため、上記実施形態は
、通信パルス１２０２の振幅およびパルス幅の少なくとも一方を変更することによって通
信パルス１２０２のエネルギーを変化させることに焦点を当てていてもよいが、別の実施
形態において、通信パルス１２０２の形態、または送達装置が通信パルス１２０２を送達
する特定のベクトルを変更することによって通信パルス１２０２のエネルギーレベルを変
化させることもできる。
【００９７】
　ＬＣＰ４０２またはＳ－ＩＣＤのような装置が通信パルスを送達する時、通信パルスは
送達時において第一エネルギーレベルを有しているであろう。伝導通信が使用される場合
、通信パルスが患者の組織を通って進むにつれて、通信パルスは減衰し、より低い第二エ
ネルギーレベルで受信装置に到達するであろう。従って、通信パルスが受信装置に到達し
た時に、受信装置が通信パルスを通信パルスとして認識し、ノイズから区別することがで
きるほど十分大きなエネルギーを通信パルスが依然として有していることとなるように、
送達装置は、送達時の通信パルスのエネルギーレベルが十分大きいものであることを保証
する必要がある。図６～図９の実施形態において、これは通信パルスが受信装置のＭＣＲ
Ｔよりも高い電圧レベルを有する必要があることを意味するであろう。しかしながら、送
達装置が受信装置のＭＣＲＴよりも高いエネルギーレベルで通信パルスを送達する場合、
通信パルスの生成の際、典型的にはバッテリまたは他のエネルギー貯蔵モジュールのよう
な有限のエネルギー源に貯蔵されたエネルギーが消費されるため、送達装置は必要とされ
るよりも多くの貯蔵エネルギーを使用する可能性がある。従って、通信パルスＥＬＲＴテ
ストを実行することによって、装置は通信パルスを生成するために使用されるエネルギー
の量を削減することにより、通信中に使用されるエネルギーの量を削減することができる
。
【００９８】
　装置、例えばＬＣＰ４０２は、比較的高いエネルギーレベルでパルスを送達することに
よって通信パルスＥＬＲＴテストを開始することができる。送達されるパルスは、図１２
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に関連して示されたような通信パルス、または通信パルス１２０２と同様の特徴を有する
が、受信装置に情報を伝達することはできないテストパルスとすることができる。図１２
の実施形態において、これはＬＣＰ４０２が所定の期間中に一つ以上のパルス１２０２の
第一シーケンスを送達することができ、パルスは比較的高い正極性電圧振幅１２０４およ
び負極性電圧振幅１２０６の少なくとも一方を有するということを意味し得る。受信装置
、例えばＳ－ＩＣＤは、（例えば、エネルギーまたは他の閾値を交差した信号の数に留意
することによって）所定の期間中にＳ－ＩＣＤが通信パルスとして判定した信号の数をカ
ウントすることができる。所定の期間は、心拍間の心臓サイクルの一部、例えばＴ波の後
で次のＰ波の前の期間であってもよい。別の実施形態において、所定の期間は、複数の心
臓サイクルにまたがっていてもよい。例えば、所定の期間は、各期間が心拍間の心臓サイ
クルの一部である、複数の不連続な期間を含むことができる。
【００９９】
　通信パルスＥＬＲＴテストにおいて、ＬＣＰ４０２は、ＭＣＲＴテストに関連して前述
されたＳ－ＩＣＤと同様に、所定の期間中に規則的な間隔またはランダムな間隔で、設定
された量のパルスを送達するように構成することができる。あるいは、ＬＣＰ４０２は、
所定の期間中に規則的な間隔またはランダムな間隔で、ランダムな、または有界乱数のパ
ルスを送達するように構成することができる。いくつかの場合において、ＬＣＰ４０２が
通信パルスエネルギーレベル低減テスト中にパルスを送達するプロトコルは、Ｓ－ＩＣＤ
にも知らされている。従って、Ｓ－ＩＣＤは、通信パルスＥＬＲＴテスト中にＬＣＰ４０
２が送達するパルスのタイミングおよび数の少なくとも一方について知ることができる。
あるいは、ＬＣＰ４０２は通信パルスＥＬＲＴテスト後にＳ－ＩＣＤに、ＬＣＰ４０２が
通信パルスＥＬＲＴテスト中に送達したパルスの数を示す別個の通信を送信してもよい。
【０１００】
　送達されたパルスの数とＳ－ＩＣＤによって識別されたパルスの数とが許容可能であっ
た場合、ＬＣＰ４０２およびＳ－ＩＣＤは通信パルスＥＬＲＴテストを繰り返すことがで
き、ＬＣＰ４０２はより低いエネルギーレベルでパルスを送達する。前述のように、パル
スのエネルギーレベルは、例えば通信パルス１２０２の正極性電圧振幅１２０４のような
正極性電圧振幅に関連していても、例えば通信パルス１２０２の負極性電圧振幅１２０６
のような負極性電圧振幅に関連していても、通信パルス１２０２のパルス幅１２０８およ
び１２１０（または総パルス幅１２１２）のようなパルス幅に関連していてもよい。従っ
て、より低いエネルギーレベルでパルスを生成するため、ＬＣＰ４０２は、送達されるパ
ルスの正極性電圧振幅、送達されるパルスの負極性電圧振幅、パルスのパルス幅、または
これらのパラメータの任意の組み合わせを低減することができる。ＬＣＰ４０２およびＳ
－ＩＣＤはこのプロセスを、送達されたパルスの数とＳ－ＩＣＤによって識別されたパル
スの数とが許容可能でなくなるまで繰り返すことができる。二つの数が許容可能でなくな
ると、ＬＣＰ４０２は将来の通信のために使用する通信パルスのエネルギーレベルを、二
つの数が許容可能であった最も低いエネルギーレベルと等しい値に（時には余裕分だけ加
算して）設定することができる。例えば、ＬＣＰ４０２は、二つの数が許容可能であった
最も低いエネルギーレベルを有する送達パルスのパラメータと等しいパラメータで（時に
は余裕分だけ加算して）、将来の通信における通信パルスを生成することができる。テス
トの最初のシーケンスにおいて二つの数が許容可能でなかった場合、送達されるパルスの
エネルギーレベルを低下させた後にプロセスを繰り返す代わりに、ＬＣＰ４０２は送達さ
れるパルスのエネルギーレベルを増加させることができる。このような状況において、送
達されるパルスの最初のエネルギーレベルは、Ｓ－ＩＣＤのＭＣＲＴを満たすほど高くな
い場合がある。
【０１０１】
　もちろん、通信パルスＥＬＲＴテストについての上記説明は、ＬＣＰ４０２およびＳ－
ＩＣＤが通信パルスＥＬＲＴテストを実行可能な単なる一つの方法にすぎない。別の実施
形態において、ＬＣＰ４０２は通信パルスエネルギーレベル低減テストを、比較的低いエ
ネルギーレベルでパルスを送達することによって開始することもできる。送達されたパル
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スの数とＳ－ＩＣＤによって識別されたパルスの数とが当初許容可能でなかった場合、Ｌ
ＣＰ４０２はパルスのエネルギーレベルを増加させて、送達シーケンスを繰り返すことが
できる。
【０１０２】
　前述のように、通信パルスＥＬＲＴテストは、将来の通信に使用される通信パルスのエ
ネルギーレベルに安全マージンを加算することを含んでいてもよい。例えば、送達される
通信パルスの減衰は、患者の呼吸サイクルまたは他の生物学的プロセスの関数に従って変
化し得る。従って、ＬＣＰ４０２が将来の通信で使用するための通信パルスのエネルギー
レベルを決定した後であっても、そのエネルギーレベルで送達される通信パルスが、Ｓ－
ＩＣＤのＭＣＲＴのエネルギーレベルに達しない場合がある。この変動性への対策として
、ＬＣＰ４０２は通信パルスＥＬＲＴテストに基づいて決定された通信パルスのエネルギ
ーレベルに、安全マージンを加算することができる。例えば、ＬＣＰ４０２は将来の通信
のため、通信パルスＥＬＲＴテストによって決定されたエネルギーレベルよりも５パーセ
ント、１０パーセント、１５パーセント、２０パーセント、または他の任意の適切なパー
センテージレベルだけ高いエネルギーレベルの通信パルスを使用することができる。
【０１０３】
　上記実施形態は、ＬＣＰ４０２による通信の際に使用するための通信パルスのエネルギ
ーレベルを設定する観点から説明された。いくつかの実施形態において、医療装置システ
ムの各装置は、将来の通信のための通信パルスのエネルギーレベルを設定するため、同様
のテストを実行することができる。しかしながら、各通信パルスＥＬＲＴテストは、一対
の装置間の通信において使用するための通信パルスに対して適切なエネルギーレベルを決
定することができる。例えば、装置に到達した時に通信パルスが有しているエネルギーの
量は、送達装置と受信装置との間の距離、装置間の組織の種類、患者の呼吸サイクル、お
よび他の生理学的要因や他の因子についての関数を構成し得る。従って、単一の装置によ
って送達された通信パルスは、異なる複数の装置において異なるエネルギーレベルで到達
する場合がある。各装置はその後、システムの互いの装置に対してＭＣＲＴおよび通信パ
ルスＥＬＲＴテストの少なくとも一方を実行することができる。各テストは、送達装置／
受信装置の各対間の通信において使用するための通信パルスのエネルギーレベルを決定す
ることができる。いくつかの実施形態において、各装置は各テストの結果、例えば特定の
装置と通信パルスのエネルギーレベルとの間の関連性を格納することができる。その後、
装置が他の装置に情報を通信する際、送達装置は、自身のメモリに格納された受信装置に
関連するエネルギーレベルを有する通信パルスを送達することができる。装置が複数の装
置と同時に通信する場合、送達装置は、受信装置に関連するエネルギーレベルのうち最も
高いエネルギーレベルを有する通信パルスを使用することができる。別の実施形態におい
て、装置は、システムにおける互いの装置についての通信パルスエネルギーレベル低減テ
ストの実行後に、通信パルスについての最も高いエネルギーレベルのみを格納してもよい
。これにより、エネルギーレベルの関連性を格納するために要求されるメモリ量を削減し
つつも、送達装置がシステムの他の装置と通信可能であることを保証することができる。
【０１０４】
　いくつかの医療装置システムは、ＭＣＲＴテストおよび通信パルスＥＬＲＴテストの両
方を行うことができる。これらのシステムにおいて、装置はまず、適切な最小通信受信閾
値（ＭＣＲＴ）を決定するためにＭＣＲＴテストを実行することができる。ＭＣＲＴを適
切なレベルに設定すると、まず通信パルスエネルギーレベルのフロアが確立される。いく
つかの場合において、これらのＭＣＲＴテストは、移植時、スケジューリングされた時間
、検出されたトリガ事象に応じたタイミング、および他の任意の適切な時間で実行するこ
とができる。ＭＣＲＴテストの後、システムの装置は通信パルスＥＬＲＴテストを実行す
ることができる。これらの通信パルスＥＬＲＴテストは、送達されて受信装置に受信され
る通信パルスのエネルギーレベルが受信装置のＭＣＲＴに近いが、依然としてこれよりも
高くなるように、送達される通信パルスのエネルギーレベルを確立することができる。
【０１０５】
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　いくつかの追加の、または代替の実施形態において、装置は最大エネルギー閾値テスト
を行うことができる。最大エネルギー閾値テスト（ＭＥＬＴ）は、装置が送達するように
構成可能な通信パルスの最大エネルギーレベルを確立することができる。最大エネルギー
閾値とは、最大エネルギー閾値を上回るエネルギーレベルを有する通信パルスの送達によ
って患者についての望ましくない刺激（例えば心臓の捕捉、筋肉の刺激、神経の刺激等）
を引き起こし得る、エネルギーレベルの閾値であってもよい。他のテストと同様に、装置
は定期的にＭＥＬＴテストを実行することができる。ＭＥＬＴテストを実行する典型的な
間隔には、一日一回、週一回、月一回、または他の任意の適切な間隔が含まれ得る。別の
実施形態において、装置はＭＥＬＴテストをトリガ事象に基づいて、例えば送達された通
信パルスによって引き起こされた心臓捕捉事象の閾値量の検出時、除細動パルスの送達後
、ＡＴＰ治療の送達後、エネルギー貯蔵モジュールに現在貯蔵されているエネルギーの量
について検出された閾値変化の後、または温度について検出された閾値変化の後に実行し
てもよい。例えば、通信パルスを送達する装置は、送達される通信パルスが心臓を捕捉す
るか否かを監視することができる。捕捉事象の閾値量が検出されると、装置はＭＥＬＴテ
ストを実行することができる。別の実施形態において、他の装置は捕捉事象を監視し、捕
捉事象の閾値量の検出後に通信パルスを送達した装置にトリガを通信することができる。
前述のものに加えて、いくつかの場合において、トリガ事象には、装置パラメータ（例え
ばペーシングレート）の変化、患者の活動の変化（例えば血行動態の変化）、患者の姿勢
の変化、検出された患者の事象（例えば除細動ショック）、通信パラメータ（例えば周波
数）の変化等の他の事象が含まれ得る。いくつかの場合において、装置はＭＥＬＴテスト
を移植時、定期的なタイミング、およびトリガ事象時の少なくとも一つにおいて実行する
ことができる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態において、装置の一つ以上は、心臓が一つ以上の通信パルスによっ
て捕捉されたか否かを判定するため、誘発される応答を監視することができる。代替的ま
たは追加的に、装置の一つ以上は、内因性事象の消失または遅延を監視することができる
。心臓が捕捉されたか否かを判定するための他の方法は、その全体が参照として本明細書
に組み込まれた、「複数の通信モードを有する医療装置システムおよび方法（Ｍｅｄｉｃ
ａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｓ）」と題される２０１４年８月７日出
願の米国仮特許出願第６２／０３４４９４号（ＢＳＣファイル番号：１４－０１０９ＰＶ
０１、ＳＴＷ：１００１．３５７２１００）を参照されたい。開示された一つ以上の方法
に基づいて、装置によって送達された通信パルスが心臓を捕捉したと装置が判定した場合
、装置はＭＥＬＴテストを実行することができる。
【０１０７】
　望ましくない刺激の例として本明細書では心臓の捕捉が用いられているが、望ましくな
い刺激には、望ましくない神経または筋肉の刺激のような、任意の適切な望ましくない刺
激事象が含まれ得ると考えられる。例えば、ＬＣＰ４０２において加速度計等を使用する
ことによって、通信パルスによって横隔膜神経についての望ましくない刺激が引き起こさ
れたことによる横隔膜の動きまたは望ましくないしゃっくりを検出することができる。こ
のような実施形態において、望ましくない神経または筋肉の刺激はＬＣＰ４０２を移動さ
せ、これに伴って加速度計を移動させ得るため、通信パルスを送達した後の時間ウィンド
ウにおける加速度計の動きは、望ましくない刺激を示し得る。
【０１０８】
　ＭＥＬＴテストを実行する際、ＬＣＰ４０２またはＳ－ＣＩＤのような装置は、心臓の
捕捉をもたらすパルス（例えば、通信パルスまたはテストパルス）についてのパラメータ
の複数の組み合わせを決定し、心臓についての複数の捕捉閾値を決定することができる。
決定されたパラメータの複数の組み合わせを用いて、ＬＣＰ４０２は、例えば一つ以上の
回帰法を用いて、心臓の捕捉をもたらしたパラメータの組み合わせを表す曲線または関数
を決定することができる。図６～図９に示す実施形態について続けると、ＬＣＰ４０２は
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伝導パルスを用いることができ、パルスのエネルギーレベルはパルスの電圧振幅およびパ
ルス幅パラメータに関連し得る。図１３は、ミリボルトおよびミリ秒の単位によるパルス
振幅対パルス幅のグラフであり、このような曲線または関数がどのように見えるかについ
ての例示的な実施形態を含む。曲線１３０２は心臓の捕捉をもたらし得るパルスのパラメ
ータの組み合わせを表しており、例えば曲線１３０２は捕捉閾値曲線を表すことができる
。曲線１３０２はさらに、患者の組織に送達された時に患者の心臓の捕捉をもたらし得る
伝導パルスのパラメータの組み合わせと、患者の心臓の捕捉をもたらし得ないものとの間
の分割線を表している。例えば、曲線１３０２の上または上部で曲線１３０２の右側にあ
るパルス振幅およびパルス幅についての組み合わせはいずれも、捕捉をもたらすであろう
。曲線１３０２の左下部にあるパルス振幅およびパルス幅についての組み合わせはいずれ
も、捕捉をもたらさないであろう。この領域は、安全ゾーン１３１０として定義される。
【０１０９】
　いくつかの実施形態において、ＬＣＰ４０２は、安全マージン分だけ曲線１３０２に関
連してシフトされた曲線を決定することができる。シフトされた曲線は、曲線１３０８で
表される。このような実施形態において、安全ゾーン１３１０は、シフトされた曲線１３
０８の左下部にあるパルス振幅およびパルス幅の組み合わせとすることができる。ＬＣＰ
４０２が曲線１３０２をシフトさせる量は、安全マージン１３０６で表される。安全マー
ジン１３０６は、曲線１３０２が時間または他の因子の関数として変化する場合、曲線１
３０２が曲線１３０８の左下部にドリフトしない、または統計的にドリフトしないであろ
うような量を表すことができる。曲線１３０８は、ＬＣＰ４０２の最大エネルギー閾値と
考えることができる。ＬＣＰ４０２は、曲線１３０８の上または上部で曲線１３０８の右
側にあるパラメータの組み合わせでは、伝導通信パルスを送達しないように構成されてい
てもよい。いくつかの実施形態において、曲線１３０２および曲線１３０８の少なくとも
一方は、望ましくない刺激閾値とみなすことができる。
【０１１０】
　ＭＥＬＴテストの間、ＬＣＰ４０２は患者の組織に、心臓の捕捉を引き起こす通信パル
スを送達することができる。従って、ＬＣＰ４０２が電気刺激治療を提供している期間中
のいくつかのＭＥＬＴテストにおいて、ＬＣＰ４０２はペーシングパルスの代わりに通信
パルスを送達することができる。例えば送達された通信パルスに続く期間中に誘発された
応答が検出されなかったことによって、送達された通信パルスが心臓の捕捉を引き起こさ
なかったとＬＣＰ４０２が判定した場合、ＬＣＰ４０２はその後、安全ペーシングパルス
を送達することができる。ペーシングパルスと同様のものとすることができる安全ペーシ
ングパルスは、心臓の捕捉を確実に引き起こすように設計される。このように、ＬＣＰ４
０２は患者の心臓を捕捉する通信パルスを用い、追加のパルス、例えば安全ペーシングパ
ルスのみを用いることによって、送達された通信パルスが心臓を捕捉できなかった場合、
通信パルスおよびペーシングパルスの両方を送達するよりも、エネルギーを節約すること
ができる。また、安全通信パルスのみを用いることによって、ＬＣＰ４０２は、通信パル
スおよびペーシングパルスの両方から心臓の捕捉が複数引き起こされるという問題を回避
することができる。
【０１１１】
　ＬＣＰ４０２が最大エネルギー閾値を決定する実施形態において、ＬＣＰ４０２はさら
に、最大エネルギー閾値と、通信パルスエネルギーレベル低減テストに基づいて決定され
たエネルギーレベルとを比較することができる。例えば、図１２の実施形態において、Ｌ
ＣＰ４０２は、ＬＣＰ４０２が他の装置と通信する時に患者の組織に送達可能な通信パル
スについての、一つ以上の電圧振幅パラメータの値および一つ以上のパルス幅パラメータ
の値の少なくとも一方を決定する。通信パルスのパラメータについて決定された組み合わ
せの一つ以上が曲線１３０８の上または上部かつ右側にあるとＬＣＰ４０２が判定した場
合、ＬＣＰ４０２は一つ以上のアクションをとることができる。例えば、ＬＣＰ４０２は
、関連付けられた一つ以上の電圧振幅パラメータおよび一つ以上のパルス幅パラメータの
少なくとも一方が曲線１３０８の上または上部かつ右側にある任意の装置と通信するため
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の通信パルスの送達を停止することができる。別の実施形態において、ＬＣＰ４０２は、
「複数の通信モードを有する医療装置システムおよび方法（Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｓ）」と題される２０１４年８月７日出願の米国仮特許出
願第６２／０３４４９４号（ＢＳＣファイル番号：１４－０１０９ＰＶ０１、ＳＴＷ：１
００１．３５７２１００）に記載されるような、ＬＣＰ４０２の通信機能を制限し得る安
全通信モードに入ることができる。通常の通信モードにある時、ＬＣＰ４０２は、各心臓
サイクル中の一つ以上の第一通信ウィンドウ内において通信パルスを送達するように構成
することができる。安全通信モードにおいて、ＬＣＰ４０２は、各心臓サイクル中の一つ
以上の第二通信ウィンドウ内において通信パルスを送達するように構成することができる
。一つ以上の第二通信ウィンドウは、一つ以上の第一通信ウィンドウよりも短くすること
ができる。代替的または追加的に、一つ以上の第二通信ウィンドウは、心臓サイクルにお
いて一つ以上の第一通信ウィンドウとは異なる時間に生じるものとすることもできる。
【０１１２】
　追加的または代替的に、任意の前述の実施形態は、開示されたテストを装置の利用可能
な各ベクトルに対して実行することを含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、
システムの一つ以上の装置は異なるベクトルを介して通信パルスの送達および受信の少な
くとも一方を行うことができ、ベクトルは少なくとも二つの電極の組み合わせである。ベ
クトルは、装置上に見出される移植された電極または経皮的な電極の組み合わせのうちの
二つを含むことができる。例えば、装置は二つよりも多くの電極を含んでいてもよく、従
って、電極の異なる組み合わせを介して通信パルスの送達および受信の少なくとも一方を
行ってもよい。装置について利用可能な受信ベクトルはそれぞれ、異なるレベルのノイズ
または他の信号を受信する場合がある。また、通信パルスのエネルギーレベルまたは通信
パルスの減衰レベルは、装置が通信パルスを送達する特定のベクトルによる影響を受ける
場合がある。従って、いくつかの実施形態において、装置はＭＣＲＴテスト、ＥＬＲテス
ト、またはＭＥＬＴテストを、装置の利用可能な各ベクトルに対して実行することができ
る。装置はその後、適切な受信ベクトルおよび適切な送達ベクトルを選択することができ
る。適切な受信ベクトルは、最も低いＭＣＲＴ値を有するベクトルであってもよい。適切
な送達ベクトルは、他のベクトルのすべてについて決定されたすべての通信パルスのうち
、最も低いエネルギーレベルを有していた、将来の通信に使用するための通信パルスを装
置が決定したベクトルであってもよい。いくつかのＥＬＲテストの実施形態において、通
信パルスのパラメータのいずれかを調整する代わりに、受信ベクトルおよび送達ベクトル
の少なくとも一方を選択することができる。
【０１１３】
　図１４は、図１および図２に示すような植込み型医療装置、または図４および図５に示
すような医療装置システムによって実行可能な例示的な方法のフロー図である。図１４の
方法はＬＣＰ１００およびＳ－ＩＣＤに関連して説明されるが、図１４の例示的な方法は
、任意の適切な医療装置または医療装置システムを用いて実行されてもよい。図１４は、
例示的なＭＥＬＴテストの一つを示している。
【０１１４】
　図１４に示す方法によると、医療装置は、医療装置がＬＣＰ、ＩＣＰ、ＩＣＤ、Ｓ－Ｉ
ＣＤである場合等には患者内に移植されてもよく、医療装置が外部医療装置である場合等
には患者の近くに配置されてもよい。１４０２に示すように、医療装置は患者の組織に複
数の通信パルスを送達するように構成することができ、各通信パルスはある量のエネルギ
ーを有しており、送達される各通信パルスについて、送達される通信パルスが患者につい
ての望ましくない刺激を引き起こすか否かを判定することができる。いくつかの場合にお
いて、通信パルスを送達した医療装置は、送達された通信パルスが患者についての望まし
くない刺激を引き起こすか否かを判定することができる。別の場合において、受信医療装
置またはいくつかの他の医療装置（例えば加速度計、音響センサ等）のような他の医療装
置は、送達された通信パルスが患者についての望ましくない刺激を引き起こすか否かを判
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定することができる。１４０４に示すように、医療装置は、通信パルスについての望まし
くない刺激の閾値に対応するエネルギーの量を特定することができるように、複数の通信
パルスのエネルギーの量を経時的に変化させることができる。１４０６に示すように、医
療装置はその後、特定された望ましくない刺激の閾値を下回る、後続の通信パルスについ
ての最大エネルギー値を設定することができる。
【０１１５】
　図１５は、図１および図２に示すような植込み型医療装置、または図４および図５に示
すような医療装置システムによって実行可能な例示的な方法のフロー図である。図１５の
方法はＬＣＰ１００およびＳ－ＩＣＤに関連して説明されるが、図１５の例示的な方法は
、任意の適切な医療装置または医療装置システムを用いて実行されてもよい。
【０１１６】
　図１５に示す例示的な方法によると、第一医療装置は、第一医療装置がＩＣＰ、ＩＣＤ
、Ｓ－ＩＣＤである場合等には患者内に移植されてもよく、第一医療装置が外部医療装置
である場合等には患者の近くに配置されてもよい。第一医療装置は、ＬＣＰ１００のよう
な第二医療装置とともに医療装置システムの一部とすることができる。このような医療装
置システムにおいて、１５０２に示すように、第一医療装置は一つ以上の第一通信パルス
を送達することができ、各第一通信パルスは第一量のエネルギーを有している。１５０４
に示すように、第二医療装置はその後、第二医療装置によって受信された一つ以上の第一
通信パルスの数を判定することができる。１５０６に示すように、第一医療装置はその後
、一つ以上の第二通信パルスを送達することができ、各第二通信パルスは第二量のエネル
ギーを有している。１５０８に示すように、第二医療装置はその後、第二医療装置によっ
て受信された一つ以上の第二通信パルスの数を判定することができる。最後に、１５１０
に示すように、第一医療装置は、第二医療装置によって受信された一つ以上の第一通信パ
ルスの数と、第二医療装置によって受信された一つ以上の第二通信パルスの数とに基づい
て、その後に第一医療装置が第二医療装置と通信する際の最小通信パルスエネルギーを調
整することができる。もちろん、別の実施形態において、ＬＣＰ１００は第一医療装置で
あってもよく、第二医療装置はＩＣＰ、ＩＣＤ、Ｓ－ＩＣＤ、または外部医療装置のいず
れかであってもよい。
【０１１７】
　図１６は、図１および図２に示すような植込み型医療装置、または図４および図５に示
すような医療装置システムによって実行可能な例示的な方法のフロー図である。図１６の
方法はＬＣＰ１００およびＳ－ＩＣＤに関連して説明されるが、図１６の例示的な方法は
、任意の適切な医療装置または医療装置システムを用いて実行されてもよい。
【０１１８】
　図１６に示す例示的な方法によると、医療装置は、第一医療装置がＬＣＰ、ＩＣＰ、Ｉ
ＣＤ、Ｓ－ＩＣＤである場合等には患者内に移植されてもよく、第一医療装置が外部医療
装置である場合等には患者の近くに配置されてもよい。医療装置は、他の装置からの通信
信号を受信した時に使用するための最小受信閾値を決定するように動作することができる
。例えば、１６０２に示すように、医療装置は最小通信受信閾値を第一レベルに設定する
ことができる。１６０４に示すように、医療装置はその後、第一レベルにおける最小通信
受信閾値で検出された通信信号の数を判定することができる。通信信号は例えば、他の装
置によって患者の組織に送達することができ、医療装置によって受信される。他の医療装
置は例えば、ＬＣＰ、ＩＣＰ、ＩＣＤ、Ｓ－ＩＣＤ、または外部医療装置とすることがで
きる。１６０６に示すように、医療装置はその後、最小通信受信閾値を第二レベルに変更
することができ、第二レベルは第一レベルとは異なっている。次に、１６０８に示すよう
に、医療装置は、第二レベルにおける最小通信受信閾値で検出された通信信号の数を判定
することができる。ここでも、通信信号は他の医療装置によって送達することができる。
１６１０に示すように、医療装置はその後、検出された通信信号について判定された数に
基づいて、最小通信受信閾値についての値を決定する。最後に、１６１２に示すように、
医療装置は最小通信受信閾値を決定された値に設定することができ、１６１４に示すよう
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に、医療装置と他の医療装置との間のその後の通信において、設定された最小通信受信閾
値を使用することができる。
【０１１９】
　当業者であれば、本願が本明細書に記載されて企図されている特定の実施形態以外の様
々な形態で実現可能であることを認識するであろう。例えば、本明細書で説明するように
、様々な実施形態が、様々な機能を実行するとして説明された一つ以上のモジュールを含
む。しかしながら、別の実施形態は、記載された機能を本明細書に記載されたよりも多く
のモジュールに分割する、追加のモジュールを含んでいてもよい。また、別の実施形態は
、記載された機能をより少ないモジュールに統合することもできる。従って、添付の特許
請求の範囲に記載されている本願の範囲および意図から逸脱することなく、形態および詳
細についての変更を行うことができる。

【図１】 【図２】
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