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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】非接触式カテーテルを用いての心臓表面に関す
る生理学的情報の決定および表現を提供する。
【解決手段】（ｉ）複数の、空間的に分布した電極を含
むカテーテルを、心内膜表面を有する心臓腔に挿入する
ことと、（ｉｉ）心内膜表面から間を置いて配置された
カテーテルにより心臓腔内の電気活動に応答してカテー
テル電極での信号を測定することと、（ｉｉｉ）心内膜
表面に関する電極の位置と測定された信号とに基づいて
心内膜表面の複数箇所で生理学的な情報を決定すること
と、を含む非接触式心臓マッピング法が開示されている
。また、関連するシステムおよびコンピュータ・プログ
ラムも開示されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間的に分布された複数の電極を備えるカテーテルを、心内膜表面を備える心臓腔に挿
入することと、
　心内膜表面から間を置いて配置されるカテーテルを、心臓腔における複数の異なる位置
のそれぞれに動かすことと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対してのカテーテル電極の位
置を決定し、且つ心臓腔における電気活動に応答してカテーテル電極での信号を測定する
こと、
　カテーテル電極の決定位置と異なるカテーテル位置での測定信号に基づいて、心内膜表
面の複数位置で生理学的情報を決定すること、
を含む方法。
【請求項２】
　信号が測定されて心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定するために使用される
カテーテル位置の数が４箇所以上である、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定するために用いられる信号を測定するべ
く、心臓腔の径の約３分の１よりも広い範囲でカテーテルが動かされる、ことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　各カテーテル位置の少なくとも一つの電気的心臓周期に対して信号が測定される、こと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、電気的心拍周期に応じて異なるカ
テーテル位置で決定された信号を互いに同期化することが含まれる、ことを特徴とする請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　ＥＣＧおよび心臓内電位図の少なくとも一つを含む生理学的データに基づいて測定され
た信号を同期化する、ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、あたかも、心臓腔におけるカテー
テルの異なる位置に対してカテーテル電極によりサンプリングされた位置の全てから一度
に同期信号が得られたかのように同期信号を処理することがさらに含まれる、ことを特徴
とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、同期信号に変形関数を適用するこ
とがさらに含まれ、
　変形関数が、心臓腔におけるカテーテルの異なる位置の少なくともいくつかから測定さ
れた信号を、心内膜表面の複数位置での生理学的情報に関係づける、ことを特徴とする請
求項５または請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、心内膜表面の複数位置での生理学
的情報を心臓腔におけるカテーテルの異なる位置に対して測定された信号に関係づけるた
めの順変換の計算を行って、順変換を反転させることにより変形関数を決定することがさ
らに含まれる、ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　該反転には、正規化により劣決定の行列反転を再公式化することが含まれる、ことを特
徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　該反転には、最小二乗最小化が含まれる、ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
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【請求項１２】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、異なるカテーテル位置の少なくと
もいくつかに対応する測定信号に基づいて、心内膜上の位置の少なくともいくつかのそれ
ぞれに対して生理学的情報の複数の推計を決定することが含まれる、ことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　生理学的情報の精度を向上させるために複数の推計を処理することをさらに含む、請求
項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　複数の推計のさらなる処理には推計の平均算出が含まれる、ことを特徴とする請求項１
３に記載の方法。
【請求項１５】
　平均算出が加重平均である、ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　心内膜表面に対してのカテーテル電極の位置を決定することには、第１の座標系におけ
るカテーテルの位置を決定するために電界、磁界、蛍光透視および超音波の少なくとも一
つを使用することが含まれる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　心内膜表面に対してのカテーテルの位置を決定することには心内膜表面の表現を登録す
ることがさらに含まれ、該表現が、心臓腔にカテーテルを挿入前に、第１の座標系で得ら
れたものであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相のそれぞれにおける心内膜表面の複数位置での電
位値と、
　心内膜表面位置の異なる位置における一つ又は複数の心拍周期の最高電圧振幅と、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表現とのうちの少なくとも一
つが含まれ、
　心拍周期の異なる位相での心内膜表面の複数位置での電位値および心内膜表面の異なる
位置のそれぞれにおける活性化時間に基づいて周波数表現が計算されることを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示することをさらに含む、請求項１８
に記載の方法。
【請求項２０】
　生理学的情報が決定される心内膜表面上の位置の数が、カテーテル上の電極の数の１０
倍を超える、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　カテーテルが、信号を測定する際に心内膜表面から約３ミリメートルを越える間隔を空
けて配置される、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　複数の表面位置で決定された生理学的情報の少なくともいくつかを含むように心内膜表
面の少なくとも一部分を表示することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　測定された信号が電気的信号である、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　測定された信号が電位信号である、ことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　生理学的情報が電気的情報である、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
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　生理学的情報には、心内膜表面の複数位置での電位が含まれる、ことを特徴とする請求
項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　カテーテル電極の位置の決定には、心臓腔内のカテーテルの位置と配向の少なくとも一
つについての情報を測定することが含まれる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　カテーテル電極の位置の決定が、さらにカテーテル上の電極の分布についての情報に基
づく、ことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　心臓腔内のカテーテルの位置と配向の少なくとも一つについての情報の測定には、心臓
腔内の一つ又は複数のカテーテル電極の位置を測定することが含まれる、ことを特徴とす
る請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　カテーテル電極の位置の決定には、心臓腔内の各カテーテル電極の位置を直接に測定す
ることが含まれる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３１】
　心臓腔の治療の指標として用いるために、決定された生理学的情報に符号を付けること
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３２】
　該治療には、心臓の選択領域の一つ又は複数を焼灼することが含まれる、ことを特徴と
する請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　焼灼治療後にカテーテル電極信号の計測と生理学的情報の決定を繰り返すこと、そして
決定された生理学的情報が焼灼治療に反応してどのように変化したかについての情報を含
む相違マップを表示すること、をさらに含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　該治療には、細胞療法、遺伝子治療、またはその他の生物学的因子の適用が含まれる、
ことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成され、且つカテーテルが心内膜表面
から間を置いて配置される心臓腔における複数の位置のそれぞれに動かせるように構成さ
れるカテーテルであって、心臓腔における電気活動に応答して信号を測定するように構成
され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテーテルと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して心内膜表面に対してのカテーテル電極の位置
を決定するように構成されたセンサ素子と、
　カテーテル電極の決定位置および異なるカテーテル位置で測定された信号に基づいて心
内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットと、を含
むシステム。
【請求項３６】
　電気的な心拍周期に応じて互いに異なるカテーテル位置での測定された信号を同期化す
るように構成された同期化ユニットをさらに含む、請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
　さらに処理ユニットが、あたかも心臓腔におけるカテーテルの異なる位置に対してカテ
ーテル電極によりサンプリングされた全ての位置から一度に同期信号が得られたかのよう
に同期信号を処理するように構成される、ことを特徴とする請求項３６に記載のシステム
。
【請求項３８】
　さらに処理ユニットが、同期信号に変形関数を適用するように構成されたことを特徴と
し、これにおいて、該変形関数が、心臓腔におけるカテーテルの異なる位置の少なくとも
いくつかから測定された信号を、心内膜表面の複数位置での生理学的情報に関係づけるこ
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とを特徴とする、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３９】
　さらに処理ユニットが、心内膜表面の複数位置での生理学的情報を心臓腔におけるカテ
ーテルの異なる位置に対して測定された信号に関係づけるための順変換の計算を行って該
順変換を反転させることにより変形関数を決定するように構成された、ことを特徴とする
請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットが、
異なるカテーテル位置の少なくともいくつかに対応する測定信号に基づいて、心内膜上の
位置の少なくともいくつかのそれぞれに対して生理学的情報の推計を複数決定するように
構成される、ことを特徴とする請求項３５に記載のシステム。
【請求項４１】
　心内膜表面に対するカテーテルの位置を決定するように構成されるセンサ素子がさらに
、心内膜表面の表現を登録するように構成され、該表現が、心臓腔にカテーテルを挿入す
る前に第１の座標系で得られたものであることを特徴とする請求項３５に記載のシステム
。
【請求項４２】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさ
らに含み、
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相のそれぞれにおける心内膜表面の複数位置での電
位値と、
　心内膜表面位置の異なる位置における一つ又は複数の心拍周期の最高電圧振幅と、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表現の少なくとも一つが含ま
れており、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値および
心内膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴
とする、請求項３５に記載のシステム。
【請求項４３】
　空間的に分布された複数の電極を備えるカテーテルを、心内膜表面を備える心臓腔に挿
入することと、
　心内膜表面から間を置いて配置されたカテーテルにより心臓腔における電気活動に応答
してカテーテル電極での信号を測定することと、
　心内膜面に対する位置と測定信号とに基づいて心内膜表面の複数位置での生理学的情報
を決定することと、を含み、
　信号が、複数の電気的心拍周期の間に測定されることを特徴とし、且つ、
　生理学的情報が、異なる心拍周期の信号から派生した情報を組み合わせることにより少
なくとも部分的に決定されることを特徴とする、方法。
【請求項４４】
　心内膜表面から間を置いて配置されるカテーテルを、心臓腔における複数の異なる位置
のそれぞれに動かすことと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対してのカテーテル電極の位
置を決定し、且つ心臓腔における電気活動に応答してカテーテル電極での信号を測定する
ことと、
をさらに含み、
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定が、さらに異なるカテーテル位置でのカ
テーテル電極位置および測定信号に基づくことを特徴とする、特許請求４３の方法。
【請求項４５】
　該組み合わせ処理には、電気的心拍周期の共通位相に対して信号から派生した情報を統
合することが含まれる、ことを特徴とする請求項４３に記載の方法。
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【請求項４６】
　統合された情報には、複数の電気的心臓周期の共通位相に対する心内膜表面上の統合さ
れた電位が含まれる、ことを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　異なる心拍周期の信号から派生した情報には、心内膜表面位置の異なる位置における異
なる心拍周期それぞれの最高電圧振幅が含まれる、ことを特徴とする請求項４３に記載の
方法。
【請求項４８】
　該組合せ処理には、異なる心拍周期の最高電圧振幅をともに平均することが含まれる、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　該平均算出が加重平均であることを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相それぞれにおける心内膜表面の複数位置での電位
値と、
　心内膜表面位置の異なる位置における一つ又は複数の心拍周期の最高電圧振幅と、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表現と、
の少なくとも一つが含まれており、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値および
心内膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴
とする、請求項４３に記載の方法。
【請求項５１】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示することをさらに含む請求項５０に
記載の方法。
【請求項５２】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成されたカテーテルであって、心内膜
表面から間を置いて配置されたカテーテルで心臓腔における電気活動に応答して信号を測
定するように構成され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテーテルと、
　心内膜表面に対する電極の位置と測定信号に基づいて、心内膜表面の複数位置での生理
学的情報を決定するように構成された処理ユニットと、をさらに含み、
　複数の電気的心拍周期の間に信号が測定されることを特徴とし、且つ、
　生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットがさらに、異なる心拍周期の信
号から派生した情報を少なくとも部分的に組み合わせるように構成されていることを特徴
とする、システム。
【請求項５３】
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置を決定するための処理ユニットと交信するよ
うに構成されたセンサ素子をさらに含み、
　カテーテルが心内膜表面から間を置いて配置される心臓腔における複数の異なる位置の
それぞれに動くようにさらにカテーテルが構成されていることを特徴とし、且つ、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対するカテーテル電極の位置
を決定するようにセンサ素子が構成され、且つ、心臓腔における電気活動に応答してカテ
ーテル電極での信号を測定するようにカテーテル電極が構成されることを特徴とし、且つ
、
　異なるカテーテル位置でのカテーテル電極の位置および測定信号に基づいて心内膜表面
の複数位置での生理学的情報を決定するように処理ユニットがさらに構成されることを特
徴とする、システム。
【請求項５４】
　情報を組み合わせるように構成された処理ユニットがさらに、電気的心拍周期の共通位
相の信号から派生した情報を統合するように構成されている、ことを特徴とする請求項５
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２に記載のシステム。
【請求項５５】
　統合された情報には、複数の電気的心臓周期の共通位相に対する心内膜表面上の統合さ
れた電位が含まれる、ことを特徴とする請求項５４に記載のシステム。
【請求項５６】
　異なる心拍周期の信号から派生した情報には、心内膜表面位置の異なる位置における異
なる心拍周期それぞれの最高電圧振幅が含まれる、ことを特徴とする請求項５２に記載の
システム。
【請求項５７】
　情報を組み合わせるように構成された処理ユニットがさらに、異なる心拍周期に対する
最高電圧振幅をともに平均するように構成されている、ことを特徴とする請求項５６に記
載のシステム。
【請求項５８】
　平均するように構成された処理ユニットがさらに、加重平均操作を行うように構成され
ている、ことを特徴とする請求項５７に記載のシステム。
【請求項５９】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさ
らに含み、
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相それぞれにおける心内膜表面の複数位置での電位
値と、
　心内膜表面位置の異なる位置での一つ又は複数の心拍周期の最高電圧振幅と、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表現の少なくとも一つが含ま
れており、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値および
心内膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴
とする、請求項５２に記載のシステム。
【請求項６０】
　空間的に分布された複数の電極を備えるカテーテルを、心内膜表面を備える心臓腔に挿
入することと、
　患者の心臓腔の心内膜表面の表現を、心臓腔にカテーテルを挿入前に生成することと、
　カテーテルが心臓腔に挿入された後に心内膜表面に相対するカテーテル電極の位置を決
定するために使用される第１の座標系で心内膜表面の表現を登録することと、
　心内膜表面から間を置いて配置されたカテーテルにより心臓腔における電気活動に応答
してカテーテル電極での信号を測定することと、
　測定された信号、心内膜表面に相対するカテーテル電極の位置、および心内膜表面の登
録されている表現に基づいて、心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定することと
、を含む方法。
【請求項６１】
　心内膜表面から間を置いて配置されるカテーテルを、心臓腔における複数の異なる位置
のそれぞれに動かすことと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対するカテーテル電極の位置
を決定し、心臓腔における電気活動に応答してカテーテル電極での信号を測定することと
、を含み、
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定がさらに、カテーテル電極の位置、異な
るカテーテル位置で測定された信号および心内膜表面の登録済み表現に基づく、ことを特
徴とする請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　心内膜表面の表現の生成には、心臓腔の体積表現をセグメント化することが含まれるこ
とを特徴とする請求項６０に記載の方法。
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【請求項６３】
　体積表現が、コヒーレンストモグラフィー（ＣＴ）映像と核磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）
による映像および超音波映像の少なくとも一つから得られることを特徴とする請求項６２
に記載の方法。
【請求項６４】
　体積表現が、心内膜表面の実質的に閉曲した面の表現にセグメント化されることを特徴
とする請求項６２に記載の方法。
【請求項６５】
　心内膜表面の表現の生成は、心内膜表面での生理学的情報および心内膜表面の特徴の計
算を円滑に実施するために適用される数値計算法のうちの少なくとも一つに基づいて該表
現を複数の表面素子にパーティション分割することが含まれる、ことを特徴とする請求項
６０に記載の方法。
【請求項６６】
　複数の要素にパーティション分割された表現が、三角形を構成する表面メッシュと四面
体を構成する体積メッシュおよび一般的なデカルト格子の少なくとも一つを含んでいる、
ことを特徴とする請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　心内膜表面の複数の点を第１の座標系に確立するべく、複数位置での心内膜表面にカテ
ーテルを接触させることをさらに含む、請求項６０に記載の方法。
【請求項６８】
　第１の座標系におけるカテーテルの位置を決定するべく、電界、磁界、蛍光透視および
超音波の少なくとも一つを使用して、カテーテルが心内膜表面に複数の位置で接触した時
にカテーテルの位置を決定することをさらに含む、請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　該登録処理には、心内膜表面の確立された点を第１の座標系に適合させるために表面の
表現を第１の座標系に翻訳および適応することが含まれる、ことを特徴とする請求項６７
に記載の方法。
【請求項７０】
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相のそれぞれにおける心内膜表面の複数位置での電
位値と、
　心内膜表面位置の異なる位置における一つ又は複数の心拍周期のための最高電圧振幅と
、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表示の少なくとも一つが含ま
れており、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値および
心内膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴
とする、請求項６０に記載の方法。
【請求項７１】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示することをさらに含む、請求項７０
に記載の方法。
【請求項７２】
　生理学的情報が決定される心内膜表面上の位置の数が、カテーテル上の電極の数の１０
倍を超えることを特徴とする請求項６０に記載の方法。
【請求項７３】
　カテーテルが、信号を測定する際に心内膜表面から約３ミリメートルを越える間隔を空
けて配置されることを特徴とする請求項６０に記載の方法。
【請求項７４】
　複数の表面位置で決定された生理学的情報の少なくともいくつかを含むように心内膜表
面の少なくとも一部分を表示することを特徴とする請求項６０に記載の方法。
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【請求項７５】
　測定された信号が電気的信号であることを特徴とする請求項６０に記載の方法。
【請求項７６】
　測定された信号が電位信号であることを特徴とする請求項６０に記載の方法。
【請求項７７】
　生理学的情報が電気的情報であることを特徴とする請求項６０に記載の方法。
【請求項７８】
　生理学的情報が、心内膜表面の複数位置での電位を含むことを特徴とする請求項７７に
記載の方法。
【請求項７９】
　カテーテル電極の位置の決定には、心臓腔内のカテーテルの位置と配向の少なくとも一
つについての情報を測定することが含まれる、ことを特徴とする請求項６１に記載の方法
。
【請求項８０】
　カテーテル電極の位置の決定が、さらにカテーテル上の電極の分布についての情報に基
づく、ことを特徴とする請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　心臓腔内のカテーテルの位置と配向の少なくとも一つについての情報の測定には、心臓
腔内の一つ又は複数のカテーテル電極の位置を測定することが含まれる、ことを特徴とす
る請求項８０に記載の方法。
【請求項８２】
　カテーテル電極の位置の決定には、心臓腔内の各カテーテル電極の位置を直接に測定す
ることが含まれる、ことを特徴とする請求項６１に記載の方法。
【請求項８３】
　決定された生理学的情報を心臓腔の治療の指標として使用することをさらに含む請求項
６０に記載の方法。
【請求項８４】
　該治療には、心臓の選択領域の一つ又は複数を焼灼することが含まれる、ことを特徴と
する請求項８３に記載の方法。
【請求項８５】
　焼灼治療後にカテーテル電極信号の計測と生理学的情報の決定を繰り返すこと、
　決定された生理学的情報が焼灼治療に反応してどのように変化したかについての情報を
含む相違マップを表示すること、をさらに含む請求項８４に記載の方法。
【請求項８６】
　該治療には、細胞療法、遺伝子治療またはその他の生物学的因子の適用が含まれること
を特徴とする請求項８３に記載の方法。
【請求項８７】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成されたカテーテルであって、心内膜
表面から間を置いて配置されたカテーテルで心臓腔における電気活動に応答して信号を測
定するように構成され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテーテルと、
　患者の心臓腔の心内膜表面の表現を生成し、且つカテーテルが心臓腔に挿入された後に
心内膜表面に相対するカテーテル電極の位置を決定するために使用される第１の座標系で
心内膜表面の表現を登録するように構成された画像取得・準備モジュールと、
　測定された信号、心内膜表面に対する電極の位置および心内膜表面の登録済み表現に基
づいて、心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定するように構成された処理ユニッ
トと、を含むシステム。
【請求項８８】
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置を決定するように構成されたセンサ素子をさ
らに含み、
　カテーテルが心内膜表面から間を置いて配置される心臓腔における複数の異なる位置の
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それぞれに動くようにさらにカテーテルが構成されていることを特徴とし、且つ、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、センサ素子が心内膜表面に対するカテーテ
ル電極の位置を決定するように構成され、カテーテル電極が心臓腔における電気活動に応
答してカテーテル電極での信号を測定するように構成されることを特徴とし、且つ、
　処理ユニットが、さらにカテーテル電極の位置、異なるカテーテル位置で測定された信
号および心内膜表面の登録済み表現に基づいて、心内膜表面の複数位置での生理学的情報
を決定するように構成されることを特徴とする、請求項８７に記載のシステム。
【請求項８９】
　表現を生成するように構成された画像取得・準備モジュールがさらに、心臓腔の体積表
現をセグメント化するように構成されている、ことを特徴とする請求項８６に記載のシス
テム。
【請求項９０】
　体積表現が、コヒーレンストモグラフィー（ＣＴ）映像と核磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）
映像および超音波映像の少なくとも一つから得られる、ことを特徴とする請求項８９に記
載のシステム。
【請求項９１】
　画像取得・準備モジュールがさらに、体積表現を、心内膜表面の実質的に閉曲した面の
表現にセグメント化するように構成されている、ことを特徴とする請求項８９に記載のシ
ステム。
【請求項９２】
　心内膜表面の表現を生成するように構成された画像取得・準備モジュールがさらに、心
内膜表面での生理学的情報および心内膜表面の特徴の計算を円滑に実施するために適用さ
れる数値計算技法のうちの少なくとも一つに基づいて該表現を複数の表面素子にパーティ
ション分割するように構成されていている、ことを特徴とする請求項８７に記載のシステ
ム。
【請求項９３】
　複数の要素にパーティション分割された表現には、三角形を構成する表面メッシュ、四
面体を構成する体積メッシュおよび一般的なデカルト格子が含まれている、ことを特徴と
する請求項９２に記載のシステム。
【請求項９４】
　カテーテルがさらに、第１の座標系における心内膜表面の複数の点を確立するべく、複
数位置での心内膜表面と接触するように構成されたている、ことを特徴とする請求項２８
に記載のシステム。
【請求項９５】
　画像取得・準備モジュールがさらに、第１の座標系におけるカテーテルの位置を決定す
るために、電界、磁界、蛍光透視および超音波の少なくとも一つを使用して、カテーテル
が複数位置での心内膜表面と接触した時にカテーテルの位置を決定するように構成されて
いる、ことを特徴とする請求項９４に記載のシステム。
【請求項９６】
　心内膜表面の表現を登録するように構成された画像取得・準備モジュールがさらに、心
内膜表面の確立している点を第１の座標系に適合させるために表面の表現を第１の座標系
に翻訳且つ適応するように構成されている、ことを特徴とする請求項９４に記載のシステ
ム。
【請求項９７】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさ
らに含み、
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相のそれぞれにおける心内膜表面の複数位置での電
位値と、
　心内膜表面位置の異なる位置における一つ又は複数の心拍周期のための最高電圧振幅と
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、
心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表示の少なくとも一つが含まれ
ており、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値および
心内膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴
とする、をさらに含む、請求項８７に記載のシステム。
【請求項９８】
　空間的に分布された複数の電極を備えるカテーテルを、心内膜表面を備える心臓腔に挿
入することと、
　カテーテル電極が心内膜表面から間を置いて配置された時に、心臓腔における電気活動
に応答してカテーテル電極での信号を測定することと、
　測定された信号に基づいて心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定することと、
を含み、
　該決定には、心臓腔にカテーテルを挿入前に心内膜表面の特徴に関連する情報を処理す
ることが含まれることを特徴とする、方法。
【請求項９９】
　心内膜表面から間を置いて配置されるカテーテルを、心臓腔における複数の異なる位置
のそれぞれに動かすことと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対するカテーテル電極の位置
を決定し、心臓腔における電気活動に応答してカテーテル電極での信号を測定することと
、をさらに含み、
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定が、さらに異なるカテーテル位置でのカ
テーテル電極位置および測定信号に基づくことを特徴とする、請求項９８に記載の方法。
【請求項１００】
　心内膜表面の特徴に関連する情報の処理には、カテーテル電極で測定された信号を心内
膜表面での生理学的情報の推計に変換するための一つ又は複数の変形関数を部分的に計算
することが含まれる、ことを特徴とする、請求項９８または請求項９９に記載の方法。
【請求項１０１】
　各変形関数が心臓腔内の異なる位置と関連することを特徴とする請求項１００に記載の
方法。
【請求項１０２】
　各変形関数が心臓腔内のカテーテルの異なる位置および配向と関連することを特徴とす
る請求項１００に記載の方法。
【請求項１０３】
　各変形関数が心臓腔内におけるカテーテル電極のめいめいの位置と関連することを特徴
とする請求項１００に記載の方法。
【請求項１０４】
　生理学的情報の決定にはさらに、心臓腔にカテーテルを挿入前にカテーテルの特徴に関
連する情報を処理することが含まれる、ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０５】
　心内膜表面の特徴が心内膜表面の事前に取得された表現から派生することを特徴とする
請求項９８に記載の方法。
【請求項１０６】
　カテーテルを心臓腔に挿入する前の処理は、測定された信号からの心内膜表面の複数位
置での生理学的情報の決定を早めるためのものである、ことを特徴とする請求項９８に記
載の方法。
【請求項１０７】
　変形関数が逆変形関数であることを特徴とし、且つ、
　一つ又は複数の逆変形関数の部分的な計算には、心内膜表面の複数位置での生理学的情
報からカテーテル電極で測定された信号を決定するための一つ又は複数の順変形関数の少
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なくとも部分的に計算することが含まれ、且つ各順変形関数が、心臓腔内の一つ又は複数
のカテーテル電極の位置と関連することを特徴とする、請求項１００に記載の方法。
【請求項１０８】
　各順変形関数がさらに、心臓腔内のカテーテルの配向と関連することを特徴とする請求
項１０７に記載の方法。
【請求項１０９】
　カテーテルが空洞であることを特徴とする請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１０】
　一つ又は複数の順変形を少なくとも部分的に計算することには、心内膜表面の形状に関
連する情報を処理することが含まれる、ことを特徴とする請求項１０７に記載の方法。
【請求項１１１】
　一つ又は複数の順変形を少なくとも部分的に計算することには、カテーテル上の電極の
分布に関連する情報を処理することが含まれる、ことを特徴とする請求項１０７に記載の
方法。
【請求項１１２】
　一つ又は複数の順変形を少なくとも部分的に計算することには、少なくとも心内膜表面
の形状に関連する情報に基づいて一つ又は複数の順変形を完全に計算することが含まれる
、ことを特徴とする請求項１０７に記載の方法。
【請求項１１３】
　測定された信号からの生理学的情報の決定には、信号を測定するために使用されるカテ
ーテルの位置と関連する順変形関数を反転させて、逆順変形関数を測定された信号に適用
することが含まれる、ことを特徴とする請求項１０７に記載の方法。
【請求項１１４】
　該反転には、正規化により劣決定の行列反転を再公式化することが含まれる、ことを特
徴とする請求項１１３に記載の方法。
【請求項１１５】
　該反転には、最小二乗最小化が含まれる、ことを特徴とする請求項１１４に記載の方法
。
【請求項１１６】
　該反転には、チホノフの正則化がさらに含まれる、ことを特徴とする請求項１１３に記
載の方法。
【請求項１１７】
　一つ又は複数の変形関数を一つ又は複数の行列として表わすことができる、ことを特徴
とする請求項１００に記載の方法。
【請求項１１８】
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相のそれぞれにおける心内膜表面の複数位置での電
位値と、
　心内膜表面位置の異なる位置における一つ又は複数の心拍周期のための最高電圧振幅と
、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表示の少なくとも一つが含ま
れており、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値および
心内膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴
とする、ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１９】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示することをさらに含む、請求項１１
８に記載の方法。
【請求項１２０】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成されたカテーテルであって、心内膜
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表面から間を置いて配置されたカテーテルで心臓腔における電気活動に応答して信号を測
定するように構成され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテーテルと、
　測定された信号に基づいて心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定するように構
成された処理ユニットと、を含み、
　生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットがさらに、心臓腔の中にカテー
テルが挿入される前に心内膜表面の特徴に関連する情報を処理するように構成されている
、ことを特徴とするシステム。
【請求項１２１】
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置を決定するように構成されたセンサ素子をさ
らに含み、
　カテーテルが心内膜表面から間を置いて配置される心臓腔における複数の異なる位置の
それぞれに動くようにさらにカテーテルが構成されていることを特徴とし、且つ、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、センサ素子が心内膜表面に対するカテーテ
ル電極の位置を決定するように構成され、カテーテル電極が心臓腔における電気活動に応
答してカテーテル電極での信号を測定するように構成されることを特徴とし、且つ、
　異なるカテーテル位置でのカテーテル電極の位置および測定信号で基づいて心内膜表面
の複数位置での生理学的情報を決定するように処理ユニットがさらに構成されることを特
徴とする、請求項１２０に記載のシステム。
【請求項１２２】
　心内膜表面の特徴に関連する情報を処理するように構成された処理ユニットが、カテー
テル電極での測定された信号を心内膜表面での生理学的情報の推計に変換するための一つ
又は複数の変形関数を部分的に計算するように構成されている、ことを特徴とする請求項
１２１に記載のシステム。
【請求項１２３】
　各変形関数が心臓腔内の異なる位置と関連する、ことを特徴とする請求項１２２に記載
のシステム。
【請求項１２４】
　心内膜表面の特徴が心内膜表面の事前に取得された表現から派生する、ことを特徴とす
る請求項１２０に記載のシステム。
【請求項１２５】
　心臓腔の中にカテーテルが挿入される前に心内膜表面の特徴に関連する情報を処理する
ように構成された処理ユニットが、測定された信号からの心内膜表面の複数位置での生理
学的情報の決定を早めるように構成されている、ことを特徴とする請求項１２０に記載の
システム。
【請求項１２６】
　変形関数が逆変形関数であることを特徴とし、且つ、一つ又は複数の逆変形関数を部分
的に計算するように構成された処理ユニットが、心内膜表面の複数位置での生理学的情報
からカテーテル電極で測定された信号を決定するための一つ又は複数の順変形関数を少な
くとも部分的に計算するように構成され、且つ各順変形関数が心臓腔内の一つ又は複数の
カテーテル電極の位置と関連することを特徴とする、請求項１２２に記載のシステム。
【請求項１２７】
　一つ又は複数の順変形を少なくとも部分的に計算するように構成された処理ユニットが
さらに、心内膜表面の形状に関連する情報を処理するように構成されている、ことを特徴
とする請求項１２６に記載のシステム。
【請求項１２８】
　測定された信号から生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットがさらに、
信号を測定するために使用されるカテーテルの位置と関連する順変形関数を反転させて逆
順変形関数を測定された信号に適用するように構成されている、ことを特徴とする請求項
１２６に記載のシステム。
【請求項１２９】
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　順変形関数を反転させるように構成された処理ユニットがさらに、正規化により劣決定
の行列反転を再公式化するように構成されている、ことを特徴とする請求項１２８に記載
のシステム。
【請求項１３０】
　反転を行うように構成された処理モジュールがさらに、最小二乗最小化を行うように構
成されている、ことを特徴とする請求項１２９に記載のシステム。
【請求項１３１】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさ
らに含み、
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相のそれぞれにおける心内膜表面の複数位置での電
位値と、
　心内膜表面位置の異なる位置における一つ又は複数の心拍周期のための最高電圧振幅と
、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表示の少なくとも一つが含ま
れており、且つ、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値および
心内膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴
とする、請求項１２０に記載のシステム。
【請求項１３２】
　空間的に分布された複数の電極を備えるカテーテルを、心内膜表面を備える心臓腔に挿
入することと、
　心内膜表面から間を置いて配置されたカテーテルにより心臓腔における電気活動に応答
してカテーテル電極での信号を測定することと、
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置と測定信号に基づいて心内膜表面の複数位置
での生理学的情報を決定することと、
　心内膜表面の位置の少なくともいくつかに対して決定された生理学的情報の空間解像度
の度合いを示す値を計算することと、を含む方法。
【請求項１３３】
　心内膜表面から間を置いて配置されるカテーテルを、心臓腔における複数の異なる位置
のそれぞれに動かすことと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対するカテーテル電極の位置
を決定し、心臓腔における電気活動に応答してカテーテル電極での信号を測定することと
、
をさらに含み、
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定が、さらに異なるカテーテル位置でのカ
テーテル電極位置および測定信号に基づくことを特徴とする、請求項１３２に記載の方法
。
【請求項１３４】
　計算値が少なくとも部分的に心内膜表面の複数位置での生理学的情報をカテーテル電極
により測定された信号に関係づける変形関数から派生する、ことを特徴とする請求項１３
２に記載の方法。
【請求項１３５】
　計算された解像度値の少なくともいくつかを含むように心内膜表面の少なくとも一部分
を表示することをさらに含む、請求項１３２に記載の方法。
【請求項１３６】
　複数の表面位置での決定された生理学的情報の少なくともいくつかを、表示素子にオー
バーレイする（重ねて表示させる）ことをさらに含む、請求項１３５に記載の方法。
【請求項１３７】
　複数の表面位置で決定された生理学的情報の選択された部分集合を含むように心内膜表
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面の少なくとも一部分を表示することをさらに含み、
　計算された解像度値の少なくともいくつかに基づいてサブセットが選択される、ことを
特徴とする請求項１３６に記載の方法。
【請求項１３８】
　決定された生理学的情報には、心内膜表面の複数位置の隣接する位置の集合に対応する
等電位線または等電位帯が含まれる、ことを特徴とする請求項１３２に記載の方法。
【請求項１３９】
　等電位線の少なくともいくつかを含むように心内膜表面の少なくとも一部分を表示する
ことをさらに含む、請求項１３８に記載の方法。
【請求項１４０】
　該表示には、心拍周期のそれぞれの異なる位相に対して等電位線を提示することが含ま
れることを特徴とする請求項１３９に記載の方法。
【請求項１４１】
　決定された生理学的情報が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での
電位値を含むことを特徴とし、且つ、
　該方法には、電位値についての情報を含むように心内膜表面の少なくとも一部分を表示
することがさらに含まれることを特徴とする、請求項１４０に記載の方法。
【請求項１４２】
　電位値について表示する情報としては、心内膜表面の異なる位置の心拍周期中の最大電
位と心内膜表面の異なる位置の心拍周期中の電位の根二乗平均の少なくとも一つが含まれ
る、ことを特徴とする請求項１４１に記載の方法。
【請求項１４３】
　決定された生理学的情報には、心内膜表面の異なる位置のそれぞれの活性化時間が含ま
れることを特徴とする請求項１３２に記載の方法。
【請求項１４４】
　活性化時間を示す画像表現を含むように心内膜表面の少なくとも一部分を表示すること
をさらに含む、請求項１４３に記載の方法。
【請求項１４５】
　共通する活性化時間の範囲内の活性化時間が共通する色でまたは可視化指標で表示され
ることを特徴とする請求項１４４に記載の方法。
【請求項１４６】
　生理学的情報が決定される心内膜表面上の位置の数がカテーテル上の電極の数の１０倍
を超えることを特徴とする請求項１３２に記載の方法。
【請求項１４７】
　カテーテルが、信号を測定する際に心内膜表面から約３ミリメートルを越える間隔を空
けて配置されることを特徴とする請求項１３２に記載の方法。
【請求項１４８】
　複数の表面位置で決定された生理学的情報の少なくともいくつかを含むように心内膜表
面の少なくとも一部分を表示することを特徴とする請求項１３２に記載の方法。
【請求項１４９】
　測定された信号が電気的信号であることを特徴とする請求項１３２に記載の方法。
【請求項１５０】
　測定された信号が電位信号である、ことを特徴とする請求項１３２に記載の方法。
【請求項１５１】
　生理学的情報が電気的情報である、ことを特徴とする請求項１３２に記載の方法。
【請求項１５２】
　生理学的情報には、心内膜表面の複数位置での電位が含まれる、ことを特徴とする請求
項１５１に記載の方法。
【請求項１５３】
　カテーテル電極の位置の決定には、心臓腔内のカテーテルの位置と配向の少なくとも一
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つについての情報を測定することが含まれる、ことを特徴とする請求項１３３に記載の方
法。
【請求項１５４】
　　カテーテル電極の位置の決定が、さらにカテーテル上の電極の分布についての情報に
基づく、ことを特徴とする請求項１５３に記載の方法。
【請求項１５５】
　心臓腔内のカテーテルの位置と配向の少なくとも一つについての情報の測定には、心臓
腔内の一つ又は複数のカテーテル電極の位置を測定することが含まれる、ことを特徴とす
る請求項１５４に記載の方法。
【請求項１５６】
　カテーテル電極の位置の決定には、心臓腔内の各カテーテル電極の位置を直接に測定す
ることが含まれる、ことを特徴とする請求項１３３に記載の方法。
【請求項１５７】
　決定された生理学的情報を心臓腔の治療の指標として使用することをさらに含む、請求
項１３２に記載の方法。
【請求項１５８】
　該治療には、心臓の選択領域の一つ又は複数を焼灼することが含まれる、ことを特徴と
する請求項１５７に記載の方法。
【請求項１５９】
　焼灼治療後にカテーテル電極信号の計測と生理学的情報の決定を繰り返すこと、そして
決定された生理学的情報が焼灼治療に反応してどのように変化したかについての情報を含
む相違マップを表示すること、をさらに含む、請求項１５８に記載の方法。
【請求項１６０】
　該治療には、細胞療法、遺伝子治療、またはその他の生物学的因子の適用が含まれる、
ことを特徴とする請求項１５７に記載の方法。
【請求項１６１】
　空間的に分布された複数の電極を備えるカテーテルを、心内膜表面を備える心臓腔に挿
入することと、
　心内膜表面から間を置いて配置されたカテーテルにより心臓腔における電気活動に応答
してカテーテル電極での信号を測定することと、
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置と測定信号に基づいて心内膜表面の複数位置
での生理学的情報を決定することと、
　心内膜表面の位置の少なくともいくつかに対して決定された生理学的情報の空間解像度
の度合いを示す値を計算することと、
　複数の表面位置で決定された生理学的情報の少なくともいくつかおよび計算された解像
度値の少なくともいくつかを含むように心内膜表面の少なくとも一部分を表示することと
、を含む方法。
【請求項１６２】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成されたカテーテルであって、心内膜
表面から間を置いて配置されたカテーテルで心臓腔における電気活動に応答して信号を測
定するように構成され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテーテルと、
　心内膜面に関する位置と測定信号とに基づいて心内膜表面の複数位置での生理学的情報
を決定し、心内膜表面の位置の少なくともいくつかに対して決定された生理学的情報の空
間解像度の度合いを示す値を計算するように構成された処理ユニットと、を含むシステム
。
【請求項１６３】
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置を決定するように構成されたセンサ素子をさ
らに含み、
　カテーテルが心内膜表面から間を置いて配置される心臓腔における複数の異なる位置の
それぞれに動くようにさらにカテーテルが構成されていることを特徴とし、且つ、
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　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、センサ素子が心内膜表面に対するカテーテ
ル電極の位置を決定するように構成され、カテーテル電極が心臓腔における電気活動に応
答してカテーテル電極での信号を測定するように構成されることを特徴とし、且つ、
　異なるカテーテル位置でのカテーテル電極の位置および測定信号で基づいて心内膜表面
の複数位置での生理学的情報を決定するように処理ユニットがさらに構成されることを特
徴とする、請求項１６２に記載のシステム。
【請求項１６４】
　処理ユニットがさらに、心内膜表面の複数位置での生理学的情報をカテーテル電極によ
り測定された信号に関係づける変形関数を計算するように構成されることを特徴とし、且
つ、
　決定された生理学的情報の空間解像度を度合いを示す計算値が少なくとも部分的に変形
関数から派生する、請求項１６２に記載のシステム。
【請求項１６５】
　計算された解像度値の少なくともいくつかを含むように心内膜表面の少なくとも一部分
を表示するように構成された表示素子をさらに含む、請求項１６２に記載のシステム。
【請求項１６６】
　表示素子がさらに、複数の表面位置での決定された生理学的情報の少なくともいくつか
を表示素子に重ねて表示させるように構成される、ことを特徴とする請求項１６５に記載
のシステム。
【請求項１６７】
　複数の表面位置で決定された生理学的情報の選択された部分集合を含むように心内膜表
面の少なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさらに含み、
　計算された解像度値の少なくともいくつかに基づいてサブセットが選択されることを特
徴とする、請求項１６２に記載のシステム。
【請求項１６８】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさ
らに含み、
　決定された生理学的情報には、
　選択された範囲に等しい電位値または選択された範囲内の電位値を有する心内膜表面の
複数位置の隣接する位置の集合に対応する等電位線または等電位帯と、
　心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値と、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表現のうちの少なくとも一つ
が含まれ、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値および
心内膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴
とする、請求項１６２に記載のシステム。
【請求項１６９】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成されたカテーテルであって、心内膜
表面から間を置いて配置されたカテーテルで心臓腔における電気活動に応答して信号を測
定するように構成され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテーテルと、
　心内膜面に関する位置と測定信号とに基づいて心内膜表面の複数位置での生理学的情報
を決定し、心内膜表面の位置の少なくともいくつかに対して決定された生理学的情報の空
間解像度の度合いを示す値を計算するように構成された処理ユニットと、
　複数の表面位置での決定された生理学的情報の少なくともいくつかおよび計算された解
像度値の少なくともいくつかを含むように心内膜表面の少なくとも一部分を表示するよう
に構成された表示素子と、を含むシステム。
【請求項１７０】
　空間的に分布された複数の電極を備えるカテーテルを、心内膜表面を備える心臓腔に挿
入することと、
　心内膜表面から間を置いて配置されたカテーテルにより心臓腔における電気活動に応答
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してカテーテル電極での信号を測定することと、
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置と測定信号に基づいて心内膜表面の複数位置
での生理学的情報を決定することと、
を含み、
　決定された生理学的情報には、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置で
の電位値が含まれることを特徴とし、且つ、
　該方法には、心拍周期中の心内膜表面の複数位置における電気活動の周波数表現に電位
値を変換することの周波数依存特性を決定することがさらに含まれることを特徴とする、
方法。
【請求項１７１】
　心内膜表面から間を置いて配置されるカテーテルを、心臓腔における複数の異なる位置
のそれぞれに動かすことと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対するカテーテル電極の位置
を決定し、心臓腔における電気活動に応答してカテーテル電極での信号を測定することと
、
をさらに含み、
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定が、さらに異なるカテーテル位置でのカ
テーテル電極位置および測定信号に基づくことを特徴とする、請求項１７０に記載の方法
。
【請求項１７２】
　心内膜表面の対応する位置での周波数表現についての情報を含むように心内膜表面の少
なくとも一部分を表示することをさらに含む、請求項１７０に記載の方法。
【請求項１７３】
　該周波数表現についての情報には、周波数表現における卓越振動数を示す情報が含まれ
ることを特徴とする請求項１７２に記載の方法。
【請求項１７４】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成されたカテーテルであって、心内膜
表面から間を置いて配置されたカテーテルで心臓腔における電気活動に応答して信号を測
定するように構成され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテーテルと、
心内膜面に関する位置および測定信号に基づいて心内膜表面の複数位置での生理学的情報
を決定するように構成された処理ユニットと、を含み、
　決定された生理学的情報には、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置で
の電位値が含まれることを特徴とし、且つ、
　生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットがさらに、心拍周期中の心内膜
表面の複数位置での電気活動の周波数表現に電位値を変換することにより、周波数依存特
性を決定するように構成されることを特徴とする、システム。
【請求項１７５】
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置を決定するように構成されたセンサ素子をさ
らに含み、
　カテーテルが心内膜表面から間を置いて配置される心臓腔における複数の異なる位置の
それぞれに動くようにさらにカテーテルが構成されていることを特徴とし、且つ、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、センサ素子が心内膜表面に対するカテーテ
ル電極の位置を決定するように構成され、カテーテル電極が心臓腔における電気活動に応
答してカテーテル電極での信号を測定するように構成されることを特徴とし、且つ
　異なるカテーテル位置でのカテーテル電極の位置および測定信号で基づいて心内膜表面
の複数位置での生理学的情報を決定するように処理ユニットがさらに構成されることを特
徴とする、請求項１７４に記載の方法。
【請求項１７６】
　心内膜表面の対応する位置での周波数表現についての情報を含むように心内膜表面の少
なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさらに含む、請求項１７４に記載
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のシステム。
【請求項１７７】
　該周波数表現についての情報には、周波数表現における卓越振動数を示す情報が含まれ
ることを特徴とする請求項１７６に記載のシステム。
【請求項１７８】
　空間的に分布された複数の電極を備えるカテーテルを、心内膜表面を備える心臓腔に挿
入することと、
　心内膜表面から間を置いて配置されたカテーテルにより心臓腔における電気活動に応答
してカテーテル電極での信号を測定することと、
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置と測定信号に基づいて心内膜表面の複数位置
での生理学的情報を決定することと、
　治療後にカテーテル電極信号の計測と生理学的情報の決定を繰り返すことと、決定され
た生理学的情報が治療に反応してどのように変化したかについての情報を含む相違マップ
を表示することと、を含む方法。
【請求項１７９】
　心内膜表面から間を置いて配置されるカテーテルを、心臓腔における複数の異なる位置
のそれぞれに動かすことと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対するカテーテル電極の位置
を決定し、心臓腔における電気活動に応答してカテーテル電極での信号を測定することと
、をさらに含み、
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定が、さらに異なるカテーテル位置でのカ
テーテル電極位置および測定信号に基づくことを特徴とする、請求項１７８に記載の方法
。
【請求項１８０】
　該治療には、心臓の領域のうち選択された一つ又は複数を焼灼することが含まれること
を特徴とする請求項１７８に記載の方法。
【請求項１８１】
　決定された生理学的情報を心臓腔の治療の指標として使用することをさらに含む、請求
項１７８に記載の方法。
【請求項１８２】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成されたカテーテルであって、心内膜
表面から間を置いて配置されたカテーテルで心臓腔における電気活動に応答して信号を測
定するように構成され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテーテルと、
　心内膜面に関する位置および測定信号に基づいて心内膜表面の複数位置での生理学的情
報を決定するように構成された処理ユニットと、
　心臓腔の治療を行うように構成された心臓治療装置を含み、
　電極がさらに治療実行前後に信号を測定するように構成されており、また、処理ユニッ
トがさらに治療実行前後に測定された信号の対応する集合を決定するように構成されてい
ることを特徴とし、且つ、
　該システムには、決定された生理学的情報が治療に反応してどのように変化したかにつ
いての情報を含む相違マップを表示するように構成された表示素子がさらに含まれること
を特徴とする、システム。
【請求項１８３】
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置を決定するための処理ユニットと交信するよ
うに構成されたセンサ素子をさらに含み、
　カテーテルが心内膜表面から間を置いて配置される心臓腔における複数の異なる位置の
それぞれに動くようにさらにカテーテルが構成されていることを特徴とし、且つ、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、センサ素子が心内膜表面に対するカテーテ
ル電極の位置を決定するように構成され、カテーテル電極が心臓腔における電気活動に応
答してカテーテル電極での信号を測定するように構成されることを特徴とし、且つ
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　異なるカテーテル位置でのカテーテル電極の位置および測定信号で基づいて心内膜表面
の複数位置での生理学的情報を決定するように処理ユニットがさらに構成されることを特
徴とする、請求項１８２に記載のシステム。
【請求項１８４】
　該治療には、心臓の領域のうち選択された一つ又は複数を焼灼することが含まれること
を特徴とする請求項１８２に記載のシステム。
【請求項１８５】
　心臓治療装置が、処理ユニットにより決定された生理学的情報に基づいて心臓腔の治療
を行うように構成されることを特徴とする請求項１８２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触式カテーテルを用いての心臓表面に関する生理学的情報の決定および
表現に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心不整脈は、卒中発作、心疾患および突然死の主要原因となっている。不整脈の生理学
的な機構には、心臓の電気伝導における異常が関与している。不整脈患者の治療としては
、薬剤投与、移植可能装置および低侵襲的処置などをはじめとする多くのオプションを選
択可能である。
【０００３】
　カテーテルアブレーション（カテーテル焼灼術）のような低侵襲的処置は近年さらに進
展し、種々様々な上室性および心室性不整脈を有する患者向けに確立された治療になって
きている。不整脈の出現部位を同定し、その後該部位に目標とする焼灼を行うための代表
的な低侵襲的処置には心臓組織のマッピングが関与する。その他の低侵襲的処置には、同
定された不整脈出現部位への治療の一形態として、細胞または遺伝子など生物学的因子の
送達が関与するものもある。該手順は、電気生理学実験室にて行われ、数時間かかり、こ
の間大部分が心臓内における電気伝導のマッピングに費やされる）ものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，６９７，３７７号明細書
【特許文献２】米国特許第５，９８３，１２６号明細書
【特許文献３】米国特許第６，６９０，９３６号明細書
【特許文献４】米国特許第５，７１３，９４６号明細書
【特許文献５】米国特許第５，６９４，９４５号明細書
【特許文献６】米国特許第５，５６８，８０９号明細書
【特許文献７】米国特許第５，８３３，６０８号明細書
【特許文献８】米国特許第５，７５２，５１３号明細書
【特許文献９】米国特許第６，４２７，３１４号明細書
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】レイモン・ジェーン、「高解像度心臓信号の平均算出のための整列法（
Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ａｖｅｒａｇｉｎｇ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　
ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｃａｒｄｉａｃ　ｓｉｇｎａｌｓ）」、ＩＥＥＥ生物医学工学報
告書、第３８巻第６号、１９９１年６月版
【非特許文献２】デイナ・ブルックス、「多重スケール交差相関を使用してのノイズを含
む高解像度ＥＣＧおよびホルターレコードのための改良整列法（Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ａｌ
ｉｇｎｅｍｅｎｔ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｎｏｉｓｙ　ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏ
ｎ　ＥＣＧ　ａｎｄ　Ｈｏｌｔｅｒ　ｒｅｃｏｒｄｓ　ｕｓｉｎｇ　ｍｕｌｔｉｓｃａｌ
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ｅ　ｃｒｏｓｓ－ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）」、ＩＥＥＥ生物医学工学報告書、第５０巻
第３号、２００３年３月版
【非特許文献３】ガンター・ブレイハート、「高解像度の又は信号平均化心電図記録法を
使用しての心室遅延電位の分析のための標準（Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ｆｏｒ　ａｎａｌｙ
ｓｉｓ　ｏｆ　ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　ｌａｔｅ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌｓ　ｕｓｉｎｇ
　ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｒ　ｓｉｇｎａｌ－ａｖｅｒａｇｅ　ｅｌｅｃｔ
ｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｐｈｙ））」、サーキュレーション、第８３巻第４号、１９９１
年４月版
【非特許文献４】ロングリ・ライオ、「細胞療法は、心筋梗塞後の有害な心室リモデリン
グを減衰して心機能を向上させる（Ｃｅｌｌ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ａｔｔｅｎｕａｔｅｓ　
Ｄｅｌｅｔｅｒｉｏｕｓ　Ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　Ｒｅｍｏｄｅｌｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉ
ｍｐｒｏｖｅｓ　Ｃａｒｄｉａｃ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ａｆｔｅｒ　Ｍｙｏｃａｒ
ｄｉａｌ　Ｉｎｆｒａｃｔｉｏｎ）」サーキュレーション、２００１年４月１０日
【非特許文献５】ピーター　Ｃ．スミツ、「虚血性心臓機能不全の一次治療としての自己
骨格筋芽細胞のカテーテルによる心筋内注入（Ｃａｔｈｅｔｅｒ－Ｂａｓｅｄ　Ｉｎｔｒ
ａｍｙｏｃａｒｄｉａｌ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｕｔｏｌｏｇｏｕｓ　Ｓｋｅｌ
ｅｔａｌ　Ｍｙｏｂｌａｓｔｓ　ａｓ　ａ　Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ
　Ｉｓｃｈｅｍｉｃ　ｈｅａｒｔ　Ｆａｉｌｕｒｅ）」、米国心臓病学会ジャーナル、第
４２巻第１２号、２００３
【非特許文献６】ゲップステイン、「ヒト胚性幹細胞を使用して心臓を再生する…細胞か
らベッドサイドに（Ｒｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｈｅａｒｔ　Ｕｓｉｎｇ　Ｈｕｍ
ａｎ　Ｅｍｂｒｙｏｎｉｃ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌｓ－ｆｒｏｍ　Ｃｅｌｌ　ｔｏ　Ｂｅｄ
ｓｉｄｅ）」、ＩＭＡＪ、第８巻、２００６年３月
【非特許文献７】Ｊ．ケブン・ドナヒュー　「ウィルス遺伝子移入による心臓内電気伝導
の焦点調節（Ｆｏｃａｌ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｃ
ｏｎｄｕｃｔｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｈｅａｒｔ　ｂｙ　ｖｉｒａｌ　ｇｅｎｅ　ｔｒａｎ
ｓｆｅｒ）」、ネイチャー・メディスン、第６巻第１２号、２０００年１２月
【非特許文献８】ケブン・ドナヒュー、「同質経壁心房遺伝子移入による心房電気生理の
目標調節（Ｔａｒｇｅｔｅｄ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｔｒｉａｌ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ　ｂｙ　Ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｕｒａｌ
　Ａｔｒｉａｌ　Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ）」、サーキュレーション、２００５年１
月２５日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の三次元マッピング法には接触式マッピングと非接触式マッピングが含まれる。接
触式マッピング法では、一つ又は複数のカテーテルを心臓内部に向けて挿入させる。心臓
の電気活動の結果生じる生理学的信号は、しっかり安定した状態で該先端が特定の心腔中
の心内膜表面と接触していると決定した後にカテーテル遠位端に配置されている一つ又は
複数の電極により得られる。通常、位置と電気活動は、心臓の電気的な解剖学的構造の表
現を構築するべく、心臓の内周面上の約５０～２００点で逐点的に順次測定される。その
後、心臓の電気活動の伝播を変性したり、正常な心臓のリズムを回復したりするために治
療クールの処置（例えば、細胞組織焼灼を行う、など）を定める基盤として、該作成され
たマップを役立たせても良い。電極（複数可）が心内膜表面と接触することによって生理
学的信号を比較的正確に且つ信号劣化が最小の状態で得ることが可能になるが、接触式の
マッピング法の場合、心臓の電気的な解剖学的構造の表現を構築するのに十分なデータを
得るためにはカテーテル（よってその電極）を心臓腔内で比較的多くの位置に動かさなけ
ればならないので、接触式のマッピング法は時間のかかる傾向がある。それに加えて、カ
テーテルの電極（複数可）が心内膜に接触するようにカテーテルを異なる位置に動かすの
は、技術的能力が試される面倒な工程である。また、不安定な不整脈状態の発生により、
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接触式のマッピング法がさらに複雑になる。特に心室の頻脈性不整脈によって、心臓が血
液を効率的に循環できる能力を低下しうる。結果として、患者を高速の頻脈性不整脈状態
に数分以上維持できず、不整脈中にマッピングする能力が著しく錯雑される。それに加え
て、ある程度の不整脈は本来瞬間的または非周期的に発生する。従って、順次的に行われ
る接触式の方法は、記録された信号が本来周期的であるとの前提に基づくので、接触式の
順次的マッピングはこれらの不整脈状態にそれほど適していない。
【０００７】
　一方、非接触式のマッピングシステムでは、複合電極カテーテルが、関心のある心室に
経皮的に配置される。カテーテルは、一旦心室に入ると三次元形状をなすように展開され
る。非接触電極により検出された信号および、心室の解剖学的構造および相対する電極の
位置についての情報を用いて、該システムは、心室中の心内膜に関する生理学的な情報を
提供する。非接触式マッピング法では、複合電極カテーテルを用いて同時に信号を得るこ
とができ、よって、心内膜表面で電気活動をより速く再構築可能であるが、カテーテルの
複合電極が心内膜表面に接していないので、複合電極により得られる信号の劣化により心
内膜からの距離に比例して再構築されたマップの精度のある程度の損失が生じる。なおま
た、心内膜表面で再構築済みの情報のうち対応するものを決定するべくカテーテルの電極
により得られた信号を変換するために必要とされる複雑な変態の計算にも比較的時間がか
かる。また、再構築された情報の精度は、カテーテルに取り付けることができる電極の数
により束縛される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一態様においては、次のことを含む非接触式心臓マッピング法が開示される。
（ｉ）複数の、空間的に分布した電極を含むカテーテルを、心内膜表面を有する心臓腔に
挿入すること、
（ｉｉ）心内膜表面から間を置いて配置されたカテーテルにより心臓腔内の電気活動に応
答してカテーテル電極で信号を測定すること、
（ｉｉｉ）心内膜表面に関する電極の位置と測定された信号とに基づいて心内膜表面の複
数箇所で生理学的な情報を決定すること。
【０００９】
　実施形態には、次の特性のうち一つ又は複数をさらに含みうる。
　当該の方法には、カテーテルが心内膜表面から間を置いて配置されている心臓腔内にお
ける複数の異なる位置のそれぞれにカテーテルを動かすことと、異なるカテーテル位置の
それぞれに対して、心内膜表面に関係するカテーテル電極の位置を決定すること、および
、心臓腔における電気活動に応答してカテーテル電極での信号を測定することとがさらに
含まれうる。さらに、心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定は、カテーテル電極
の位置と異なるカテーテル位置で測定された信号に基づく。
【００１０】
　心内膜表面の複数位置で信号が測定されそこにおける生理学的情報を決定するために用
いられるカテーテル位置の数は４箇所以上でありうる。いくつかの実施形態では信号が測
定されるところのカテーテル位置の数が６箇所以上になっており、その他実施形態のいく
つかでは、信号が測定されるところのカテーテル位置の数が１１箇所以上になっている。
【００１１】
　一般に、心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定するために用いられる信号を測
定するべく、心臓腔の径の約１／３よりも大きな範囲にわたってカテーテルが動かされる
。
【００１２】
　各カテーテル位置ごとに少なくとも一つの電気的心臓周期に対して信号を測定しうる。
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、電気的な心拍周期に応じて異なる
カテーテル位置で測定された信号を互いに同期化することが含まれうる。
【００１３】
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　測定された信号は、例えばＥＣＧ且つ又は心臓内電位図を含む生理学的なデータに基づ
いて同期化されうる。
　さらに、心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、心臓腔内のカテーテルの
異なる位置に対してカテーテル電極によりサンプリングされた全ての位置から同期信号が
一度に取得されたかのように同期信号を処理することも含まれうる。
【００１４】
　さらに、心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、同期信号に変形関数を適
用することも含まれうる。変形関数は、心臓腔内のカテーテルの異なる位置の少なくとも
いくつかから測定された信号を、心内膜表面の複数位置での生理学的情報に関係づける。
【００１５】
　さらに、心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、心内膜表面の複数位置で
の生理学的情報を心臓腔内のカテーテルの異なる位置に対して測定された信号に関係づけ
るために順変態の計算を行ってから順変形を反転することにより変形関数を決定すること
も含まれうる。順変形の反転には、正則化により決定されていない行列反転を再公式化す
ることが含まれうる。反転には最小二乗法最小化が含まれうる。
【００１６】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定には、異なるカテーテル位置の少なくと
もいくつかに対応する被測定信号に基づいて、心内膜上の位置の少なくともいくつかの各
々に対して生理学的情報の推定値を複数決定することが含まれうる。該方法には、生理学
的情報の精度を向上させるために複数の推定値を処理することが含まれうる。また、複数
の推定値の処理には、推定値を平均することも含まれうる。なお、平均処理とは、加重平
均を行うことでありうる。
【００１７】
　心内膜表面に関するカテーテル電極の位置を決定することには、第１の座標系における
カテーテルの位置を決定するべく例えば電界や磁界、蛍光透視且つ又は超音波を利用する
ことが含まれうる。さらに、心内膜表面に関するカテーテルの位置を決定することには、
心内膜表面の表現（心臓腔にカテーテルを挿入前に得られた表現）を第１の座標系で登録
することも含まれうる。
【００１８】
　複数の電気的心拍周期中に信号が測定されるようにしても良く、そして、異なる心拍周
期の信号から派生した情報を組み合わせることにより生理学的情報が（少なくとも部分的
に）決定されるようにしても良い。
【００１９】
　該組合せ処理には、電気的心拍周期の共通位相に対して、信号から派生した情報を統合
することが含まれうる。該統合情報には、複数の電気的心臓周期の共通位相に関して心内
膜表面で統合された電位が含まれうる。
【００２０】
　異なる心拍周期の信号から派生した情報には、例えば、心内膜表面位置の異なる位置で
の異なる心拍周期ごとの最大電圧振幅が含まれうる。該組合せ処理には、異なる心拍周期
の最大電圧振幅をともに平均することが含まれうる。平均するとは、加重平均を行うこと
でありうる。
【００２１】
　該方法にはさらに、心臓腔にカテーテルを挿入前に患者の心臓腔の心内膜表面の表現を
作成することと、カテーテルが心臓腔に挿入された後に心内膜表面に相対するカテーテル
電極の位置を決定するために用いられる第１の座標系で心内膜表面の表現を登録すること
とが含まれうる。
【００２２】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報の決定は、カテーテル電極の位置と、異なるカ
テーテル位置で測定された信号、および登録されている心内膜表面の表現に基づきうる。
　心内膜表面の表現の作成には、心臓腔の体積表現（ボリュメトリック画像表現）をセグ
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メント化することが含まれうる。
【００２３】
　体積表現は、例えばコヒーレンス断層撮影法（ＣＴ：Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇ
ｒａｐｈｙ）による画像、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎ
ｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）による画像、且つ又は超音波映像から得られうる。体積表現は、
心内膜表面の実質的に閉曲した面の表現にセグメント化されうる。
【００２４】
　心内膜表面の表現の作成には、例えば心内膜表面の特徴且つ又は心内膜表面における生
理学的情報の計算を円滑に実施するために適用される数値計算技法に基づいて、その表現
を複数の面素にパーティション分割することが含まれうる。複数の要素にパーティション
分割された表現には、例えば三角形をなす表面メッシュ、四面体を構成する体積内容を含
むメッシュ、且つ又は一般的なデカルト格子などが挙げられる。
【００２５】
　さらに、該方法には、第１の座標系内の心内膜表面における複数の点を確立するべく複
数位置にてカテーテルを心内膜表面に接触させることが含まれうる。また、該方法には、
第１の座標系におけるカテーテルの位置を決定するべく例えば電界、磁界、蛍光透視、且
つ又は超音波を利用してカテーテルが複数位置で心内膜表面と接触する際にカテーテルの
位置を決定することも含まれうる。登録[の処理]には、第１の座標系に心内膜表面の確立
された点をあてはめるべく第１の座標系における表面の表現を翻訳することと配向するこ
とが含まれうる。
【００２６】
　生理学的情報の決定には、心臓腔にカテーテルを挿入前に、心内膜表面の特徴に関係す
る情報を処理することが含まれうる。
　心内膜表面の特徴に関係する情報を処理することには、カテーテル電極にて測定された
信号を心内膜表面での生理学的情報の推定値に変換するための一つ又は複数の変形関数を
部分的に計算することが含まれうる。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、変形関数がそれぞれ、心臓腔内の異なる位置と関連しうる。
　いくつかの実施形態では、変形関数がそれぞれ、心臓腔内のカテーテルの異なる位置お
よび配向と関連しうる。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、変形関数がそれぞれ、心臓腔内のカテーテル電極めいめいの
位置と関連しうる。
　さらに、生理学的情報の決定には、心臓腔にカテーテルを挿入前に、カテーテルの特徴
に関係する情報を処理することも含まれうる。
【００２９】
　心内膜表面の特徴は、心内膜表面の事前に取得された表現から派生しうる。
該処理は、心内膜表面の複数位置での生理学的情報を測定された信号から決定する工程を
早めるために、心臓腔にカテーテルを挿入前に行いうる。
【００３０】
　変形関数は逆変形関数でありえ、この場合一つ又は複数の逆変形関数の部分的な計算に
は、心内膜表面の複数位置での生理学的情報からカテーテル電極で測定された信号を決定
するために一つ又は複数の順変形関数を少なくとも部分的に計算することが含まれうる。
ここで、各順変形関数は、心臓腔内の一つ又は複数のカテーテル電極の位置と関連付けら
れている。さらに、順変形関数はそれぞれ、心臓腔内のカテーテルの配向とも関連しうる
。カテーテルは空洞のものでありうる。
【００３１】
　一つ又は複数の順変形を少なくとも部分的に計算することには、心内膜表面の形状に関
係する情報を処理することが含まれうる。
　一つ又は複数の順変形を少なくとも部分的に計算することには、カテーテル上の電極の
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分布に関係する情報を処理することが含まれうる。
【００３２】
　一つ又は複数の順変形を少なくとも部分的に計算することには、少なくとも心内膜表面
の形状に関係する情報に基づいて該一つ又は複数の順変形を完全に計算することが含まれ
うる。
【００３３】
　測定された信号から生理学的情報を決定することには、信号を測定するために用いられ
るカテーテルの位置と関連する順変形関数を反転させることと、測定された信号に反転し
た順変形関数を適用することが含まれうる。順変形の反転には、正則化により未決定の行
列反転を再公式化することが含まれうる。さらに、反転する処理には、最小二乗法最小化
を行うことが含まれうる。さらにこの反転にはティーホノフ正則化が含まれうる。
【００３４】
　一つ又は複数の変形関数は、一つ又は複数の行列として表現することができる。
　さらに、該方法には、心内膜表面の位置の少なくともいくつかに対して決定された生理
学的情報のある程度の空間解像度の度合いを示す値を計算することも含まれうる。
【００３５】
　計算された値は、心内膜表面の複数位置で生理学的情報をカテーテル電極により測定さ
れた信号に関係付ける変形関数から（少なくとも部分的に）派生しうる。
　さらに、該方法には、心内膜表面の少なくとも一部分を、計算された解像度値の少なく
ともいくつかを含むように表示することも含まれうる。
【００３６】
　さらに、該方法には、複数の表面位置で決定された生理学的情報の少なくともいくつか
を表示素子でオーバーレイする（重ねて表示させる）ことも含まれうる。
　さらに、該方法には、複数の表面位置で決定された生理学的情報のうち選択された部分
集合を含むように心内膜表面の少なくとも一部分を表示することも含まれうる。ここでい
う部分集合は、該計算された解像度値の少なくともいくつかに基づいて選択されている。
【００３７】
　決定された生理学的情報には、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置で
の電位値が含まれうる。
　さらに、該方法には、心拍周期中に心内膜表面の複数位置で電気活動の周波数描写に電
位値を変換することの周波数依存特性を決定することも含まれうる。
【００３８】
　さらに、該方法には、心内膜表面の少なくとも一部分を、心内膜表面の対応する位置に
おける周波数表現についての情報を含むように表示することも含まれうる。
　周波数表現についての情報には、周波数表現における優位周波数を示す情報が含まれう
る。
【００３９】
　さらに、該方法には、心臓腔の治療を導くために、決定された生理学的情報を用いるこ
とも含まれうる。
　該治療には、心臓の選択された領域の一つ又は複数を焼灼することが含まれうる。
【００４０】
　該治療は、細胞療法や遺伝子療法、またはその他の生物学的因子の適用を含みうる。
　さらに、該方法には、治療後にカテーテル電極信号の計測と生理学的情報の決定を繰り
返すことと、治療に応えて該決定された生理学的情報がどのように変化したかについての
情報を含む効果（相違）マップを表示することも含まれうる。
【００４１】
　決定された生理学的情報には、等しい電位値または選択された範囲内にある電位値を有
する心内膜表面の複数位置の隣接する位置の各集合に対応する等電位線または等電位帯が
含まれうる。さらに該方法には、等電位線の少なくともいくつかを含むように心内膜表面
の少なくとも一部分を表示することも含まれうる。該表示には、心拍周期の異なる位相ご
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とに等電位線を提示することが含まれうる。
【００４２】
　決定された生理学的情報には、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置で
の電位値が含まれうるし、且つ、該方法には、電位値についての情報を含むように心内膜
表面の少なくとも一部分を表示することがさらに含まれうる。電位値についての情報の表
示には、例えば、心内膜表面の異なる位置に関する心拍周期中の最大電位、且つ又は心内
膜表面の異なる位置に関する心拍周期中の電位の二乗平均が含まれうる。
【００４３】
　決定された生理学的情報には、心内膜表面の異なる位置ごとの活性化時間が含まれうる
。さらに該方法には、活性化時間を示す表現を含むように心内膜表面の少なくとも一部分
を表示することも含まれうる。共通する活性化時間範囲内の活性化時間は、共通する色ま
たは可視化指標によって表示される。
【００４４】
　生理学的情報が決定される心内膜表面上の位置の数は、カテーテル上の電極数の１０陪
を上回る数でありうる。
　カテーテルは、信号を測定時に心内膜表面から約３ミリメートルを越える間隔で配置さ
れうる。
【００４５】
　さらに該方法には、複数の表面位置で決定された生理学的情報の少なくともいくつかを
含むように心内膜表面の少なくとも一部分を表示することも含まれうる。
　測定された信号は電気信号でありうる。測定された信号は電位信号でもありうる。
【００４６】
　生理学的情報は電気情報でありうる。生理学的情報には、心臓周期の一つ又は複数の位
相のそれぞれにおける心内膜表面の複数位置での電位および、それから派生するいかなる
情報（等電位マップ、最大またはＲＭＳ電圧マップ、活性化時間マップ、そして周波数マ
ップ、など）が含まれうる。カテーテル電極の位置の決定には、例えば心臓腔内のカテー
テルの位置且つ又は配向についての情報を測定することが含まれうる。カテーテル電極の
位置の決定は、さらにカテーテル上での電極の分布についての情報に基づきうる。例えば
心臓腔内のカテーテルの位置且つ又は配向についての情報の測定には、心臓腔内の一つ又
は複数のカテーテル電極の位置を測定することが含まれうる。
【００４７】
　カテーテル電極の位置の決定には、心臓腔内の各カテーテル電極の位置を直接に測定す
ることが含まれうる。別の態様においては、心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるよう
に構成されたカテーテルを含むシステムが開示される。該カテーテルは複数の空間的に分
布した電極を含んでおり、該複数の電極は、心内膜表面から間を置いて配置されたカテー
テルにより心臓腔における電気活動に応答して信号を測定するように構成されている。ま
た、該システムは、心内膜表面に関する位置と測定された信号とに基づいて心内膜表面の
複数位置で生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットを含む。特定の実施形
態における該システムは、心内膜表面に関するカテーテル電極の位置を決定するべく処理
ユニットと交信するように構成されたセンサ素子をさらに含みうる。該システムの実施形
態には、該方法関して上述される特性のいずれかに対応する特性のいかなるものを含みう
る。例えば、処理ユニットは、上記の処理／決定タイプ法階段の一つ又は複数を遂行する
ように構成（例えば、プログラム）できる。さらなる態様では、コンピューター命令を格
納するための機械可読媒体に備わるコンピュータ・プログラム製品が開示される。該コン
ピューター命令は実行されると、プロセッサを基盤とする機械に、心内膜表面から間を置
いて配置されたカテーテルにより心臓腔における電気活動に応答して電極により測定され
た信号を、心内膜表面を有する心臓腔にカテーテルが挿入された後、カテーテルの空間的
に分布した複数の電極から受け取らせるものである。また、該コンピューター命令は、プ
ロセッサを基盤とする機械に、心内膜表面に関する位置と測定された信号とに基づいて心
内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定させるものでもある。該システムの態様と同
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様に、コンピュータ・プログラム製品の実施形態には、該方法関して上述される特性のい
ずれかに対応する特性のいかなるものを含みうる。添付の図面および以下の記載によって
、本発明の一つ又は複数からなる実施形態の詳細について説明する。本発明のその他の特
性および課題ならびに利点は、本明細書および図面ならびに特許請求の範囲から明らかに
理解できるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】代表的な非接触式マッピングシステムの概略図。
【図２】代表的な非接触式マッピング手順のフローチャートを示す図。
【図３】心内膜表面の表現の代表的な図解。
【図４】左心房の心内膜表面のメッシュ状境界表現の代表的な図解。
【図５】線形カラーマップマッチング方式を用いて生成した代表的な電圧マップの図解。
【図６】カテーテル登録手順の代表的な実施形態のフローチャートを示す図。
【図７】カテーテルの複数の電極により得られる信号から生理学的情報を再構築するため
の手順の代表的な実施形態のフローチャートを示す図。
【図８】解像度マップを作成する手順の代表的な実施形態のフローチャートを示す図。
【図９】代表的な電位図の時間および周波数の表現を示す線図。
【図１０】活性化時間マップを作成する手順の代表的な実施形態のフローチャートを示す
図。
【図１１】電圧マップを作成する手順の代表的な実施形態の実施形態のフローチャートを
示す図。
【図１２】信号位相整列を示す概略図。
【図１３】周波数マップを作成するための手順の代表的な実施形態のフローチャートを示
す図。各種の図面において同様の参照記号が割り当てられているものは、同様の要素を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　概要
　心室中の心内膜表面に関する生理学的情報の非接触式マッピングおよび提示のためのシ
ステムと方法がここに開示されている。特定の実施形態における非接触式マッピングシス
テムは、心室内の複数位置に変位される可動型複数電極カテーテルを用い、それによって
、単一のカテーテルにより得られるデータの解像度および精度を向上させるものである。
ユーザに提供される生理学的情報をアセンブリ言語に翻訳する再構築工程を早めるために
、生データの信号計測と取得に着手する前に変換関数が計算される。
【００５０】
　図１は、非接触式システム１００の代表的な実施形態の概略図を示す。非接触式システ
ム１００は、空間的に分布した複数の電極を有する可動型カテーテル１１０を含んでいる
。
非接触式マッピング手順の信号取得段階中、カテーテル１１０が中に挿入されているとこ
ろの心室内の複数位置に該カテーテル１１０が変位される。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、カテーテル１１０の遠位端部には、カテーテルの上にい
くぶん均一に分布されている複数の電極が備えられている。例えば、三次元のオリーブ様
の形に沿ってカテーテル１１０に電極を取り付けうる。心臓の内部にある間に所望の形状
に電極を配備できる装置に電極を取り付け、カテーテルを心臓から取り除く時に電極を引
き込み式で格納するようにしても良い。心臓において三次元形状での配備を可能にするた
めに、バルーン上にまたは、ニチノールなどの形状記憶材に電極を取り付けても良い。カ
テーテル１１０が動かされるそれぞれの位置にて、カテーテルの複数電極は、心臓腔にお
ける電気活動から生じる信号を非接触式に得る。よって、カテーテル１１０が動かされる
位置のそれぞれにおいて、心内膜表面から間を置いてカテーテルが配置される。従って、
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心臓の電気活動に関する生理学的なデータを再構築してユーザ（医師且つ又は技師など）
に提示する際には、複数位置で得られる情報に基づいて行うようにしても良く、またそれ
によって心内膜表面の生理学的挙動をより正確に且つより忠実に再構築して提供すること
が可能になる。心室における複数のカテーテル位置で信号を得ることによって、カテーテ
ルが、「メガ・カテーテル」（電極の有効数と電極スパンが、信号の取得が行われる位置
の数とカテーテルが有する電極の数の積に比例する）として効率的に機能できるようにな
る。
【００５２】
　心内膜表面での再構築済み生理学的情報の質を高めるために、いくつかの実施形態では
カテーテル１１０が、心室内において４箇所以上の位置（例えば、６箇所以上、１１箇所
以上、もしくは５１箇所以上の位置）に動かされる。さらに、カテーテルが動かされる空
間的範囲は、心臓腔の径の１／３よりも大きい（例えば、心臓腔の径の３５％、４０％、
５０％、もしくは６０％よりも大きい）ものでありうる。それに加えて、以下さらに詳し
く説明されるように、いくつかの実施形態において、再構築される生理学的情報は、心臓
が数回拍動する間に（心室内におけるカテーテル位置の一箇所または数箇所のいずれかで
）測定された信号に基づいて計算される。再構築される生理学的情報が、数回拍動する間
における複数の計測に基づく場合には、心臓周期のほぼ同じ位相で計測が行われるように
該複数の計測が互いに同期化される。表面のＥＣＧまたは心臓内電位図などの生理学的デ
ータから検出された特性に基づいて、数回拍動する間における信号の計測を同期化しうる
。
【００５３】
　非接触式マッピングシステム１００は、非接触式マッピング手順に関する動作のいくつ
か（心内膜表面での生理学的情報を決定する再構築手順を含む）を行う処理ユニット１２
０をさらに含んでいる。より詳しく後述されるように、心内膜表面での生理学的情報（例
えば、電位）の再構築には、カテーテルの複数電極により測定されて得られた信号と心内
膜表面の生理学的挙動（例えば、電位挙動）との間の関係を定義する偏微分方程式の解に
対応する変換関数の計算が含まれる。ここで「順」変換または「順」変形とは一般に、心
内膜表面の異なる位置での電気活動に基づきカテーテル電極により測定された信号を提供
する数学的操作のことである。通常、カテーテル電極よりも多くの心内膜表面位置が存在
するので、この順変形は一般に「Ｗｅｌｌ　Ｄｅｆｉｎｅｄ」である（それの定義におけ
る公理の組が自己矛盾をはらまぬ状態にある）。ここで「逆」変換とは一般に、この順変
形の数学的反転の一種で、カテーテル電極で測定された信号に基づき心内膜表面の異なる
位置における電気活動についての情報を提供するために行われるものを指す。また、再構
築工程には、複数電極で得られた信号に基づき心内膜表面での生理学的情報を決定するた
めの正則化法に基づいた逆変換関数の計算も含まれる。
【００５４】
　よって、再構築工程に関与する計算量は相当なものである。
　しかるべく、非接触式マッピングシステム１００により行われる計算操作を早めるため
に、処理ユニット１２０は、一般に心室内にカテーテルを挿入前、且つ又は、カテーテル
の電極による信号の取得が始まる前に、再構築工程を円滑に実施するために実時間で利用
できる変形関数を計算できるようになっている。より具体的に、生データに適用される変
形関数は、個々の変形成分によって表わすことができる。個々の変形成分の例としては、
例えば、心室の解剖学的構造に対応する変形成分、且つ又はカテーテルの幾何学的形状な
どが挙げられる。よって、心内膜表面の生理学的情報を作成するための再構築手順を早め
るために、処理ユニット１２０は、心室の幾何学的形状且つ又はカテーテルの幾何学的形
状に関する変形関数を計算し、そして、当該の成分は、全体的な逆変換関数を形成するた
めに、再構築工程中にその他の変形関数と組み合わせられる。
【００５５】
　生データに適用される全体的な逆変換は、心室にけるカテーテル１１０の特定の位置（
例えば、位置且つ又は配向）に依存するので、いくつかの実施形態では、複数のカテーテ
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ル且つ又は電極の位置に対して順変換を事前に計算することにより再構築工程をさらに早
めることができる。対象となりうるカテーテル且つ又は電極の位置に対して順変態を個々
に計算しなければならないので、事前に計算される順変態の数は、心室内でカテーテル１
１０が配置される可能性のある位置の数に関係することになる。
【００５６】
　カテーテル１１０が一旦挿入されて心室における特定の位置に変位されると、信号取得
段階前に計算できなかった当該の変形成分を実時間で計算してから統括的な変換関数（複
数可）を得るべく当該の成分を前処理された変形成分の適切なものと組み合わせることに
よりマッピング手順を迅速に行うことができる。当該の統括的な変形関数は、取得された
生データに適用され、それによって逆の再構築操作が行われる。
【００５７】
　また、前処理された部分的な変形関数の計算に加えて、処理ユニット１２０はカテーテ
ル登録手順も行う。心室に挿入されたカテーテル１１０の位置は、感知・追跡システムに
より確立されるカテーテルの座標系に関してカテーテル且つ又はそれの複数電極の三次元
空間的座標を提供する従来の感知・追跡システム（図示せず）を使って決定することがで
きる。但し、心内膜表面上でマッピング手順を行い生理学的情報を再構築するためには、
カテーテル１１０の座標系を心内膜表面の座標系と整列させる必要がある。
【００５８】
　以下さらに詳述されるように、処理ユニット１２０（またはシステム１００の他の何ら
かの処理モジュール）は、カテーテルの位置の三次元空間的座標を、心内膜表面の座標系
によって表現された座標に変換する（または、その逆に心内膜表面の座標系によって表現
された座標を、カテーテルの位置の三次元空間的座標に変換する）座標系変形関数を決定
する。後述からも明らかになるように、処理ユニット１２０は、該システム１００のオペ
レータ且つ又はその他の個人（例えば、医師）に該情報の有用な特性を抽出且つ表示する
べく、再構築された生理学的情報についての後処理操作も行う。
【００５９】
　図１にも示されているように、非接触式マッピングシステム１００は、画像取得・準備
モジュール１３０を含んでいる。取得・準備モジュール１３０は、心内膜表面の表現を得
るために、セグメント化という手順を用いて、胴体の体積画像（例えば、スキャナー機器
により撮影されたＣＴ、ＭＲＩまたは超音波映像）を受け取って処理する。カテーテル１
１０の複数電極により得られたデータのマッピングは、心内膜表面の表現を参照して行わ
れる。一旦境界表現が体積データから構築されると、境界且つ又は心室の体積表現は、諸
要素（数あるなかでも特に、マッピングを行うために用いられる数値計算技法のタイプ並
びに、取得された体積画像からのセグメント化工程中に決定された心内膜表面の全体的な
幾何学的形状と特徴に準じてその特徴が決定される諸要素）にパーティション分割される
。さらに図１に示されているように、カテーテル１１０の複数電極により得られた信号は
、信号処理モジュール１４０を介して処理ユニット１２０に受け渡される。
【００６０】
　信号調整モジュール１４０は、カテーテル１１０から通信された信号を受け取り、その
信号が処理ユニット１２０に転送される前にそれの信号拡張操作を行う。信号調整用ハー
ドウェアは、各電極により測定された心臓内の電位を増幅し、フィルターし、かつ継続的
にサンプリングするために必要とされる。一般に、心臓内の信号は、中間値が数ミリボル
トである６０ｍＶの最大振幅を有する。
【００６１】
　いくつかの実施形態における信号は、所定の周波数範囲（例えば、０．５－５００Ｈｚ
）で帯域通過フィルターされ、アナログ／デジタル変換器（例えば、１ｋＨｚにて１５ビ
ットの解像度）によりサンプルとして抽出される。同室内にある電気機器との干渉を回避
するために、電源（例えば、６０Ｈｚ）に対応する周波数を取り除くために信号をフィル
ターすることが可能である。例えばスペクトルの等化や自動利得制御など、その他のタイ
プの信号処理操作も実施されうる。結果として得られる被処理信号は、モジュール１４０
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により、さらに処理のための処理ユニット１２０に転送される。いくつかの実施形態にお
ける信号調整モジュール１４０は、専用のプリント回路板上の一体型部品の使用により実
施される。その他の実施形態における信号調整作業のいくつかはサンプリング後にＣＰＵ
、ＦＰＧＡまたはＤＳＰ上で実施されうる。安全規定に適合するように、信号調整モジュ
ールは高電圧電源から絶縁される。
【００６２】
　図１に示される処理ユニット１２０、画像取得・準備モジュール１３０は、複数のアプ
リケーションに適したコンピューター且つ又はその他のタイプのプロセッサを基盤とする
装置をはじめとするプロセッサ基盤の装置である。かかる装置には、揮発性メモリ要素お
よび不揮発性メモリ要素、ならびに入・出力機能性を可能にする周辺機器を含み得る。か
かる周辺機器は、例えば、関連する内容を接続されているシステムにダウンロードするた
めのＣＤ－ＲＯＭドライブ且つ又はフロッピー（登録商標）・ドライブ、またはネットワ
ーク接続が挙げられる。また、かかる周辺機器は、めいめいのユニット／モジュールの一
般的な操作を可能にするコンピューター命令を含むソフトウェアをダウンロードするのに
も使用しうるし、また、図１に示される各種システムおよび装置に関して以下より詳細に
記載されている様態で操作を行うべくソフトウェアで実施されるプログラムをダウンロー
ドするのにも使用しうる。あるいは、各種のユニット／モジュールを、これらのユニット
／モジュールの機能を実行できる単一のプロセッサを基盤とするプラットフォーム（コン
ピュータシステム）で実施しても良い。それに加えて、又はその代わりとして、例えば、
デジタル・シグナル・プロセッサー（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブル・ゲート・ア
レイ（ＦＰＧＡ）、混合信号集積回路などの処理用ハードウェアを用いることにより、処
理ユニット１２０且つ又は画像取得モジュール１３０の且つ又は信号調整モジュール１４
０により行われる手順の一つ又は複数を実施しうる。一般に、信号調整モジュール１４０
は、ＤＳＰ，ＣＰＵおよびＦＰＧＡ装置により提供される信号処理能力をもって増補され
たアナログ・ハードウェアを用いて実施される。
【００６３】
　図１にさらに示されているものとして、非接触式マッピングシステム１００はまたプリ
ンタ１５０且つ又は表示素子１７０など周辺機器を含んでいる。それらの両方は処理ユニ
ット１２０に相互接続される。それに加えて、非接触式マッピングシステム１００は、体
積画像、電極により測定された生データおよびそれから計算された心内膜の合成表現、マ
ッピング手順を早めるために部分的に計算された変形、心内膜表面に対応する再構築され
た生理学的情報などを含む各種の相互接続されるモジュールにより得られたデータを格納
するために用いられる記憶装置１６０を含んでいる。
【００６４】
　図２は、非接触式マッピング手順２００を行う過程において該システム１００により行
われる各種手順の最上位描写を提供するフローチャートである。図示の如く、該システム
１００は、初期段階において２０２で患者の心臓を表す心臓体積表現を得る。かかる体積
表現としては、患者の心臓の幾何学的形状および特徴に関するデータを提供する高解像度
ＣＴ，ＭＲＩ且つ又は超音波層別映像が挙げられる。体積データは、非接触式マッピング
手順を構成するその他の手順が始まる前に取得しうる。例えば、カテーテル挿入手順を行
う数日または数週間前に体積データを得るようにしても良い。体積データはまず図１に示
される画像取得・準備モジュール１３０により受け取られるが、その後記憶装置１６０な
どの記憶モジュールに格納して、後の処理に使用できるようにしても良い。
【００６５】
　一旦体積データが得られると、画像取得・準備モジュール１３０は、取得されたデータ
を用いて２０４にて体積をセグメント化し、カテーテルが挿入されることになる特定の心
室に関する表面の表現を提供する。セグメント化された体積は、数値計算を可能にするた
めに閉じられ、面素（幾何学的形状且つ又はその他の特徴が、表面表現の幾何学的形状や
、順変換関数を作成する際に使用される数値計算手順のタイプなどに基づく面素）を含む
ようにパーティション分割される。いくつかの実施形態では、心臓の周期の異なる位相に
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それぞれ対応する複数の心内膜表面の表現が作成されうる。例えば、収縮期と拡張終期な
どの心臓周期における複数の位相での心内膜表面に関する別の表現を作成しうる。その後
、生理学的情報のそれ以降の再構築が、心臓周期のどの位相で生データが得られたかに応
じて、適切な心内膜表面表現に関して行われうる。
【００６６】
　カテーテルの幾何学的形状および心内膜表面の表現が決定された、若しくは概知となっ
た上で、非接触式マッピング手順によって、２０６で、変形関数が事前に計算されるので
、後に生理学的情報の再構築中に素早く読み出せるようになり、よって、実時間での再構
築変形の計算を早められる。事前処理された変形関数は、参照テーブル（ルックアップテ
ーブル）の形態や、行列の形態、機能表示、またはそれ同等の形態で表現および格納され
る。個々の変形関数は、電極且つ又は可動型カテーテル１１０が非接触式マッピング手順
中に移動されうる心室内の複数位置の一つ又は複数に対応する。その他の事前に計算され
た変形は、生理学的情報が決定されるところの様々な心臓形状に対応しうる。事前に計算
された変形関数は、処理ユニット１２０の一部を形成する局部記憶モジュールに格納する
ようにしても良いし、またはその代わりに記憶装置１６０に格納するようにしても良い。
【００６７】
　カテーテル１１０は、２０８で調べられる心室に挿入される。一般に、カテーテル１１
０は、心室につながる血管の適したものを介して心室に挿入される。いくつかの実施形態
において、カテーテル１１０の電極は、極力妨害のない状態で円滑にカテーテル１１０を
心室内に導入できるように緻密な構成に小さく束ねられる。一旦心室内部に挿入されると
、カテーテルの電極は、カテーテル１１０に相対して指定された電極配置に配備される。
マッピング手順２００中に、可動型カテーテル１１０が心室内の複数位置に変位され、そ
こで、カテーテルの電極は、心臓の電気活動の結果生じる信号（例えば、電気的信号）を
得て記録する。
【００６８】
　上述の如く、心内膜表面の生理学的情報を再構築するために、該システム１００は、カ
テーテル１１０の複数電極により得られた信号に再構築変形を適用する。取得された信号
に適用された変形は、（その他数あるなかでも特に）心内膜表面に相対するカテーテルの
位置に依存するので、マッピング手順ではまず心内膜表面の座標系に関係するカテーテル
１１０の位置が確立される。
【００６９】
　しかるべく、２０８で、非接触式マッピングシステム１００は、カテーテル１１０の物
理的な位置を突き止めるために用いられる感知・追跡システムに対応する三次元座標系に
おけるカテーテルの三次元位置を決定する。いくつかの実施形態ではカテーテル１１０に
相対する電極の位置が固定され概知のものとなっているので、決定する必要のある唯一の
情報は、感知・追跡システムにより確立された三次元空間におけるカテーテル１１０の位
置と配向性だけである。特に、カテーテル１１０に取り付けられるセンサは、カテーテル
の位置と配向を決定するために使用しうる。その他の実施形態ではカテーテルに相対する
様々な電極の位置と配向が異なりうるので、このような実施形態においては、様々な電極
に隣接して取り付けられたセンサを使用して、または電気インピーダンスを用いて電極位
置を特定する方式を用いることによって、カテーテル且つ又はその電極の位置の決定を円
滑に実施するようにしても良い。
【００７０】
　カテーテルの位置を三次元で決定するために採用される感知・追跡システムは、例えば
電磁放射線による追跡法に基づいたものを使用することも可能である。この方法では、電
磁界が患者の体外に生成される。センサを形成する直交磁界を検出するために適応された
小型コイルの集合が、生成された磁界を検出するためにカテーテル内部に配置される。処
理ユニットは、複数のコイルにより検出された信号の振幅および位相情報に基づいてセン
サの位置と配向を決定する。その代わりに、且つ又はそれに加えて、感知・追跡システム
は、超音波、インピーダンスまたは蛍光透視による追跡法に基づくものでありうる。イン
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ピーダンスおよび蛍光透視による追跡の場合、専用センサを必要とせずに、電極位置を突
き止めることが可能である。インピーダンスの場合には、電界生成機構により生成された
電位が、既存の電極により検出される。蛍光透視の場合には、電極且つ又はカテーテル上
の不透明マーカーを同定且つ追跡する画像処理方式により電極位置を検出しうる。
【００７１】
　以下、より詳しく記載されているように、登録手順を行うために心内膜表面上の様々な
位置でのカテーテル１１０の三次元座標が決定される。よって、２１０に示される如く、
オペレータは、カテーテル１１０またはそれの電極の一つ又は複数が心内膜表面に接触し
たと決定されるまでカテーテル１１０を心室内部で動かす。心内膜表面上におけるその時
点でのカテーテル（且つ又はのそれの電極）の三次元空間的座標が決定される。その後、
オペレータは心内膜表面上におけるさらなる別の点にカテーテル１１０を動かし、採用さ
れた感知・追跡システムに相対するカテーテル１１０の三次元座標が、該心内膜表面上に
おけるさらなる別の点で決定される。当然のことながら、感知・追跡システムの座標系に
相対する心内膜表面上の様々な点でのカテーテルの三次元空間的座標は分かっているが、
心内膜表面上における該点の恒等（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）は不明であることは理解されるこ
とであろう。言い換えると、カテーテルが心内膜表面に接触する点の（心内膜表面の座標
系に関する）実際の座標と恒等の両方が不明である。
【００７２】
　しかるべく、カテーテルの三次元空間的位置に対応する心内膜表面上の点の恒等を決定
し、よって心内膜表面の座標系とカテーテルの三次元座標系との間の関係を決定するため
には、２つの座標系が整列しなければならない。２つの座標系を整列させるために、２１
０で決定された心内膜表面におけるカテーテル１１０の三次元位置が２０４で決定された
心内膜表面上の点にもっとも一致するところの座標系変形が、２１２で計算される。言い
換えると、心内膜表面の一般的な幾何学的形状が（２０４での計算から）分かっており、
且つ、カテーテル１１０が心内膜表面に接触する数点での三次元座標も同様に分かってい
るので、カテーテルの三次元座標系にて表わされる心内膜点が体積データから決定された
心内膜表面表現と合同になるようにするのに最適な変形が整列手順によって決定される。
カテーテルの三次元座標系と心内膜表面の表現を整列させるには、最小二乗誤差計算手順
且つ又はその他の数学的な回帰法や曲線適合法などの最適化技法が用いられる。いくつか
の実施形態において、２つの座標系を整列させる変形関数の決定は、三次元空間的座標が
決定された心内膜表面上のわずか３点に基づいて行うことができる。所望の精度および着
手可能な許容計算量によっては、より多くの点を使って変形関数を計算しても良い。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、カテーテル１１０の三次元位置を決定するために用いら
れる座標系と心内膜表面の座標系を整列させるためのカテーテル登録手順は、３つの変位
パラメータ（x0，y0，z0）と３つの回転パラメータ（θ0，φ0，ψ0）を含む６つのパラ
メータ変形をもたらす。その後、これらの変形パラメータは、心内膜表面の座標系で表さ
れたカテーテルの位置を得るべくカテーテルの空間的座標を決定するために用いられる感
知・追跡システムにより得られた三次元空間的座標に適用される。
【００７４】
　心内膜表面に相対するカテーテルの位置の決定とは別に事前に取得された体積データに
基づいて心内膜表面の表現を生成することによって、逐次接触マッピングでは達成不可能
な精度で心内膜表面の表現を提供できるので有利である。
【００７５】
　一旦登録手順は行われると、２１４でカテーテル１１０が、カテーテルの複数電極によ
る計測の第一弾が行われる心室内の第１の位置に動かされる。心室内におけるカテーテル
の動きと位置の制御は、カテーテル１１０を操作するオペレータによりマニュアル操作で
行われる。またその代わりとして、磁気によるナビゲーション（例としてミズーリ州セン
トルイス市内Ｓｔｅｒｅｏｔａｘｉｓ　Ｉｎｃ.を参照）またはロボットによるナビゲー
ション（例としてＨａｎｓｅｎ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ　Ｉｎｃ.を参照）など技法を使用す
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ることにより、心室内のカテーテル１１０の動きを自動化しても良い。関心度が他の位置
よりも高いと考えられる位置でデータを収集するようにあらかじめ定められた変位路に沿
ってカテーテルを移動させるためにカテーテル操作を採用しても良い。例えば、いくつか
の実施形態では、異常な心臓活動が存在すると分かっている心室の領域において指定され
た変位周期でカテーテル１１０を動かしても良い。
【００７６】
　その後、カテーテル１１０の且つ又はそれの複数電極に前述の技法の一つを用いてカテ
ーテル１１０の三次元位置が決定され、それによって、カテーテルの座標系におけるカテ
ーテルの空間的位置を提供される。その後、心内膜表面に相対する（すなわち、心内膜の
座標系における）カテーテル１１０且つ又はそれの複数電極の座標が、２１２で決定され
た座標系変形関数を用いて計算される。
【００７７】
　それの現在の位置で、カテーテル１１０の複数電極は、２１６で心臓の電気活動の結果
生じる信号を得る。いくつかの実施形態における該信号は電気的信号（例えば、電位、電
流、磁気、など）である。
【００７８】
　非接触式マッピングシステム１００は、２１８で、心内膜表面での生理学的情報を再構
築するべく該取得された信号に適用されることになる再構築変形関数と生成する。生成さ
れた再構築変形関数は、その他数あるなかでも特に２０６で決定されたものである事前に
計算された再構築変形関数および心内膜表面に相対するカテーテルの位置に基づく。よっ
て、いくつかの実施形態では、生のデータが得られるカテーテル１１０の各々すべての位
置に対して、再構築された生理学的情報の対応する一集合が計算される。
【００７９】
　さらに図２に示されるように、心内膜表面で再構築済みの生理学的情報を得るべく心臓
の電気活動に対応する生データが得られ、記録され、再構築変形関数（複数可）を用いて
処理された後に、２２０で、カテーテル１１０を移動すべき心室内にさらなる別の位置が
まだ存在するかどうかについての決定がなされる。カテーテル１１０を移動すべき心室内
にさらなる別の位置がまだ存在する場合、マニュアル操作または自動制御を用いてカテー
テルが心室における次の位置へと動かされ、図２中のブロック２１４－２１８に関連して
記載される操作が当該の次の位置を対象に行われる。
【００８０】
　またその代わりとして、いくつかの実施形態において、生理学的情報の複合・合成され
た一集合を、再構築された情報のうち再構築された生理学的情報の部分の複数の集合から
選択することにより生成することができる。後述からも明らかになるように、再構築され
た生理学的情報の特定の一部分または一集合に関する再構築された情報の質を示す解像度
マップに基づいて再構築された情報のどの部分を使用するかを選択できる。生理学的情報
の複合された一集合を再構築するためにデータの適切な部分を選択する際にその他の基準
および技法を使用しうる。
【００８１】
　またその代わりとして、いくつかの実施形態において、一つ（または複数の）複合再構
築変形関数が計算され、得られたデータの実質的部分に基づいて再構築済み生理学的情報
の複合合成された一集合を生成するべく、複数位置で得られた生データにまとめて適用さ
れる。かかる変形関数は、上記参照される「メガ・カテーテル」（電極の有効数と電極ス
パンが、信号の取得が行われる位置の数とカテーテルが有する電極の数の積に比例する）
に対応する「メガ変形関数」を表わす。当該の状況下において、複合再構築変形関数の生
成は、データがカテーテルの複数位置から収集されるまで延期される。
【００８２】
　またその代わりとして、いくつかの実施形態では、「メガ変形関数」および「メガ・カ
テーテル」が、所与の該当する計測窓を考慮するように継続的に更新されうる。この計測
窓は、新規の計測が到着するとその時間窓の前に得られた計測がそれによって置き換えら
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れるような一定数の計測でありうる。これは絶えず更新する移動平均をもたらす。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、心拍周期を通じて信号（例えば、単一拍動心臓周期の複
数の異なる位相のそれぞれにおいて各カテーテル電極で計測をなすことができる）が測定
される。
【００８４】
　しかし、さらに別の実施形態では、一つ又は複数の心臓拍動で得られた計測に基づいて
、生理学的情報の再構築された一集合が計算される。後者の状況では、カテーテルが特定
の位置に動かされ、心臓が数回拍動する間に複数の集合の生データを得る。取得されたデ
ータは平均されて、再構築工程がその平均された値に適応される。後述からも明らかなよ
うに、心拍数Ｂ（すなわち計測数Ｂ）でデータが得られると、√Ｂに比例するＳＮ比の向
上が達成される。
【００８５】
　心臓周期のほぼ同じ位相で測定データが得られることを確実にするため、一般に、測定
操作のタイミングが同期化される。
　データを収集する必要があるさらなる別の位置が心室内に存在しないと２２０で決定さ
れると、非接触式マッピングシステムは、臨床的に有用なデータを抽出するべく、再構築
された生理学的情報についての後処理操作を２２２で行う。上で述べたように、いくつか
の実施形態における非接触式マッピングシステム１００は、生理学的情報の複合且つ再構
築された一集合を作成する。後処理操作が、当該の状況下では、再構築された生理学的情
報の複合された一集合に行われる。
【００８６】
　カテーテル１１０を動かした心室中の各位置で収集された生データに対して生理学的情
報の複数の再構築された集合を非接触式マッピングシステム１００が作成するようないく
つかの状況においては、再構築された生理学的情報の一つ又は複数集合に対して個々に後
処理操作が行われる。いくつかの実施形態における後処理としては、再構築された電位を
ユーザに出力（例えば、表示）するための形式を選択することだけが関与しうる。その他
の実施形態において、さらなる別のタイプの生理学的情報を提供するために、再構築され
た電位の実質的にさらなる数学的操作が後処理に関与しうる。
【００８７】
　その後、再構築された生理学的情報且つ又は後処理済データの集合が２２４で表示され
る。再構築された生理学的情報であろうが、または２２２で行われた後処理の結果生じる
いかなるデータであろうが、２０４で生成された心内膜表面を表す三次元グラフィック描
写にその情報が表示される。
【００８８】
　生理学的情報の再構築された集合（複数可）になされた後処理操作のなかには、解像度
マップの生成を含むものもいくつかある。かかる解像度マップは、心内膜表面上の各点で
の生理学的情報の空間解像度を示し、それによって、心内膜表面上の様々な点における情
報の信頼性および精度の指標を提供する。また、解像度マップに対応する再構築済みの生
理学的情報の個々の集合且つ又は取得された生データの個々の集合と関連することにより
、再構築された生理学的情報の複合された集合を形成するためにも解像度マップを使用し
うる。その後、データが選択された集合に対応する解像度マップにより示されるように信
頼性または精度は十分に高い取得生データ（または再構築情報）の部分を選択することに
より合成された複合の集合が形成される。以下に一覧されるモードのあらゆるものを含む
如何なる形の後処理操作と共に解像度マップを使用しうる。厳密に言えば、解像度マップ
についての情報は、再構築された電位データを得る前に決定することができる。但し、か
かる情報は通常少なくともいくつかの電位が再構築された後にユーザに提示されるので、
ここでは一般に解像度マップの生成および表示を「後処理」とする。
【００８９】
　その他行いうる別のタイプの後処理操作としては、等電位マップの生成が挙げられる。
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　特に、再構築された生理学的情報が電位に関する場合には、再構築された電位を、三次
元の心内膜表現上で色分けしたり、重畳したりしうる。等電位マップは、一拍または複数
拍の心拍間にサンプリングされたデータ集合の各々すべてに対して計算された再構築され
た電位である。
【００９０】
　なおも別のタイプの後処理操作としては、タイミング・マップ（活性化時間マップなど
）の生成が挙げられる。タイミング・マップは、心臓の電気活動の時間依存挙動について
の情報を提供する。特に、活性化マップは、心内膜表面上の特定の点がどの時点に電気活
動の変化を経験するかを示す。例えば、活性化マップは、心内膜表面上の特定の細胞が脱
分極を経験した時点を同定することもできる。別のタイプのタイミング・マップとしては
、特定の細胞組織の活性状態になっている時間量が検出される等期間マップが挙げられる
。一拍または複数拍の心拍間に、再構築された電位からタイミング・マップを計算しうる
。心内膜表面の表現上の一点又は複数点に対してタイミング・マップを決定且つ表示しう
る。
【００９１】
　２２２でその他行いうる別のタイプの後処理操作としては、電圧マップの生成がある。
電圧マップは、所与の部位における電圧振幅の特徴を表示するために用いることができる
。電圧マップは、一拍または複数拍の心拍間に、再構築された電位から計算しうる。心内
膜表面の表現上の一点又は複数点に対して決定および表示される有用な電圧マップ情報と
しては、最大振幅、または二乗平均電位値が挙げられる。
【００９２】
　別のタイプの後処理操作としては相違マップの生成がある。相違マップは、不整脈の症
状を向上させるために患者に施される臨床治療処置（例えば、焼灼）の有効性に関する情
報を提供する。相違マップは、特定の臨床治療処置の実施前後に生成された二つ以上の電
圧マップから反映される心臓の電気的な挙動を比較する。
【００９３】
　その他のタイプの後処理操作としては周波数マップの生成がある。周波数マッピング、
さらに概して言うと分光分析は、細動中に高周波活動を伴う局部を心内膜表面上において
同定するために用いられる。周波数マップは、一拍または複数拍の心拍が行われる時間間
隔など特定の時間間隔を通じて、複数集合の再構築された情報を得ることにより計算され
る。その後、取得された生データは、当該データの周波数を示す表現を得るために用いら
れる。続いて、該周波数表現からの特定の情報（例えば、優位周波数成分）が同定され、
当該同定された情報が表示されうる。
【００９４】
　その他のタイプの後処理情報も同様に２２２で行っても良い。ここで、上記される様々
な手順についてさらに詳しく説明する。
　境界構築手順
　上記の如く、コヒーレンストモグラフィー（ＣＴ）映像法、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）
、且つ又は超音波に基づく映像技術などの技法を使用して得られる体積データを事前に取
得して、その体積データから生成される心内膜表面の表現用に生理学的情報が再構築され
る。
【００９５】
　体積データは、信号の取得且つ又は再構築手順を行う前にあらかじめ取得しておくこと
ができるし、或いは、これらの手順のいずれを行うのと実質的に同時に得ることもできる
。より詳細にわたり後述される如く、好ましい実施形態においては、例えば、カテーテル
１１０がマップされることになっている心室に挿入される前に、画像スライス（層別画像
）として表わされる体積データを得ることができる。
【００９６】
　体積データの取得は、得られた体積画像を画像取得・準備モジュール１３０に提供する
ＣＴや超音波またはＭＲＩスキャナーなど、従来の走査機器を用いて行われる。好ましい
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実施形態において、得られた画像は通常、工業規格（例えば、ＤＩＣＯＭフォーマット）
で格納および転送される。
【００９７】
　境界構築手順を円滑に実施するために、カスタマイズされたプロトコルで体積画像を得
るようにしても良い。得られた体積画像から心内膜表面（時には「血液～心内膜の境界」
と指呼される）の同定および構築を円滑に実施するため、画像取得中に造影剤を身体に注
入するようにしても良い。撮像時間中に造影剤が心内膜に存在するように注入時間を設定
する。
【００９８】
　撮像中に心臓が収縮するので、付加的な生理学的情報は取得時間中に記録され画像デー
タと合併される。ＥＫＧおよび呼吸位相などのパラメータによって、体積画像を心臓と呼
吸サイクルの特定の位相に一致させることが可能になる。
【００９９】
　心内膜表面の表現を高解像度の体積データから生成するためには、まず最初に、画像取
得・準備モジュール１３０または記憶装置１６０のいずれかから体積データを読み出す。
事前に取得された体積画像が高品質のものであるが、体積画像はそれの原形においては、
心内膜境界についての明示的な情報を提供しない。しかるべく、心内膜表面の境界表現は
、セグメント化として知られる手順を用いて、体積データに基づいて生成される。
【０１００】
　セグメント化アルゴリズムは、注入された造影剤により拡張された対応コントラストの
違いを利用して血液～心内膜境界を検出する。多くのアルゴリズムの一つを利用してセグ
メント化を行いうる。かかるアルゴリズムの一つとして初期領域成長法（Ｓｅｅｄｉｎｇ
　Ｒｅｇｉｏｎ　Ｇｒｏｗｉｎｇ）がある。該アルゴリズムの基本的なアプローチは、セ
グメント化の対象となるものの内部にあると考えられる初期微小領域（一般に一つ又は複
数の立体ピクセル、数学的オブジェクト構築済みのボクセル）から開始することにある。
当領域付近のボクセルは、それらがセグメント化の対象となるものの一部としても考えら
れるべきであるかを決定するために評価される。セグメント化の対象となるものの一部と
しても考えられるべきである場合、当該の当領域付近のボクセルがその領域に加えられ、
新しいピクセルがその領域に追加される限りその工程が継続される。
【０１０１】
　領域の一部としての追加を行うための評価基準は、例えば該領域の統計的な特性に基づ
いたアルゴリズムに基づきうる。アルゴリズムは、まず現時点において領域に包含されて
いる全ボクセルに対して強度値の中間値と標準偏差を計算する。ユーザ提供の係数が、標
準偏差を掛け算し中間値周辺の範囲を定義するために用いられる（例えば３ｘ）。隣接す
るボクセルの強度値が該範囲内に入る場合、そのボクセルが当該領域に受け入れられて包
含される。隣接するボクセルで評価基準を満たすものがそれ以上見つからない場合、アル
ゴリズムは、それの第１の繰返し処理を終了したと考慮される。その時点で、現時点にお
いて当該領域に包含されている全てのボクセルを用いて強度レベルの中間値と標準偏差が
再計算される。この中間値と標準偏差によって、現在の領域隣接格子を訪れてそれらの強
度が範囲内に当て嵌まるかどうかを評価するために用いられる新規の強度範囲が定義され
る。追加されるボクセルがなくなるまで、または繰返し処理が最大数に到達するまで、こ
の反復工程が繰り返し行われる。
【０１０２】
　多くのセグメント方式を使用してセグメント化を行ないうる。市販されるオープンソー
スのセグメント化ツールの多くのものを使って境界検出を行いうる。
　例えば、ＧＥヘルスケアシステムズ社による「カーディアック＋＋」（Ｃａｒｄｉａｃ
＋＋）およびマーキュリーコンピュータシステムズ社による「アミーラ」（Ａｍｉｒａ）
、そしてオープンソースの米国立医学図書館による「病識のセグメント化および登録ツー
ルキット」（ＩＴＫ：Ｉｎｓｉｇｈｔ　Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｇｉｓ
ｔｒａｔｉｏｎ　Ｔｏｏｌｋｉｔ）などがその例として挙げられる。図３は、得られた高
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解像度体積データからセグメント化実施後に作成された心内膜表面の合成境界表現の代表
的な図解を提示する。図３に示される如く、心内膜表面の三次元境界表現を生成するため
に、心臓腔の画像スライス４枚を含む典型的な体積データがセグメント方式を用いて処理
される。
【０１０３】
　一旦心内膜の表現が体積データから得られると、再構築工程中に取り掛かるべき数値計
算の実施を円滑に行えるようにするために心内膜表現の解剖学的な幾何学形状が離散的な
面素数にパーティション分割される。面素数ならびにそれの幾何学的形状が、再構築され
る生理学的情報の最終的なものが達しえる最大解像度を制御する。
【０１０４】
　セグメント化された心内膜表面表現のパーティション分割は、（その他数あるなかでも
特に）心内膜表面での生理学的情報と測定された信号との間の関係を定義するところの該
当する偏微分方程式（ＰＤＥ）を解くために用いられる数値計算方法に依存する。例えば
、有限差分（ＦＤ）および有限体積数値法ならびに有限差分数値法の埋め込み境界適合は
、一般的なデカルト格子を用いる。有限要素法（ＦＥＭ）の数値法は、多くの場合四面体
から形成される体積メッシュを用いる。一方、積分方程式に基づく境界要素法（ＢＥＭ）
は、一般に三角形状の面素を構成する平面メッシュを用いる（但し、スプラインなどの高
次要素も同様に使用しうる）。ちなみに、ＢＥＭ方法の利点は、再構築工程の過程を通じ
てＰＤＥを解くために必要な計算を行うためにＢＥＭ方法を実施することにより、カテー
テル位置が異なるごとに変化しない不変メッシュが生成される結果になるという点である
。
【０１０５】
　いくつかの実施形態において、得られた心内膜表面の表現は、ストラング＝ペルソンの
方式を用いることによりパーティション分割される。該方式は、簡単に言うと、錘とばね
から成る安定平衡トラス構造の機械的類推に基づく。該方法は、符号付き距離関数として
境界が供給されると仮定する。符号付き距離関数とは、与点から境界までの符号付き距離
（内の場合＜０、外の場合＞０）を表わす関数φの値を含むデータの三次元格子を指す。
符号付き距離関数は上記セグメント化工程に従って容易に得られる。
【０１０６】
　ストラング＝ペルソンの方式では、領域（ドメイン）内に多くのノードを配置し、ドロ
ーネーの三角形分割により作成される縁部の各々に沿って圧縮されたストリングがあると
想定する。その後、該方式では、各スプリング（ばね）をそれの平衡長さに（ノードが領
域（ドメイン）外に出ない程度に各バネが他のストリングにより拘束されるまで）緩めさ
せる。ノードがかなりの距離を旅行する場合、ドローネーの三角形分割は繰り返しである
。この手順はロバスト（頑強）であり、高品質のメッシュを作成すると考えられる。
【０１０７】
　当然のことながら、心内膜表面の表現をパーティション分割するためにその他のパーテ
ィション分割法を使用しうることは理解されることであろう。
　上記セグメント化およびパーティション分割の手順が行われた後に残る問題の一つは、
心内膜表面の生成済みメッシュ状表現において幾何学的に不連続部が存在するということ
である。ラプラスの方程式とポアソンの方程式を含む幅広い分類のＰＤＥに対応する楕円
方程式が、境界条件が境界上の各々すべての点に関して指定されるところの閉領域（閉ド
メイン）に関して解決される。境界条件が境界の何らかの部分に沿って指定されない場合
、ＰＤＥの解は一意的に定義されない。結果として、指定される条件を満たすように解決
されるべき特定のＰＤＥについて、正しい解だけでなく間違った解も得られてしまうこと
になる。楕円方程式のこのような特性（すなわち、定義されていない境界条件は間違った
解をもたらしうるという特性）は、いかなる数値法に内在するものである。よって、いく
つかの実施形態における心内膜表面の幾何学的形状は閉鎖型である。よって、例えば三角
形状の面素を用いてＢＥＭ数値法を適用する場合、心内膜表面ならびにカテーテルの面は
、間隔または重複の無いメッシュにより表現されなければならない。



(38) JP 2015-163195 A 2015.9.10

10

20

30

40

50

【０１０８】
　しかるべく、パーティション分割された心内膜表面の表現を生成した上で、通常、表現
の全開口（例えば、心内膜表面から伸びる動脈または静脈）が閉鎖される。心内膜の表現
の幾何学的形状における開口は、心内膜表面の表現上の開口部周辺に沿ったいかなる与点
間の最短距離を提供することによって表面切片で閉鎖することができる。またその代わり
として、心内膜表面の表現における開口に継ぎ当てをするために使用される切片部に関す
る異なる決定基準を満足するような幾何学的形状を使用しうる。それに加えて、従来開口
部が存在していた表現に追加された切片部は、心内膜表面表現に使用されている面素と同
じ幾何学的形状を有する面素にパーティション分割される。よって、三角形状の面素を伴
うメッシュに心内膜表面をパーティション分割するためにストラング＝ペルソン方式が用
いられる実施形態では、開口部を覆う表面切片はこの時点で三角形状の面素も含んでいる
ことになる。次に、心内膜表面での再構築された生理学的情報が得られるＰＤＥの解には
、開口部を覆う追加切片部に関する情報が含まれることになる。但し、生理学的情報をユ
ーザに提示する際、または心内膜表面を表すグラフィック描写を表示する際に、表面にお
ける実際の開口部を覆う追加切片部は除外されるはずである。
【０１０９】
　しかるべく、境界構築手順を行うことで、心内膜表面の合成メッシュ状表現が作成され
る。心内膜表面の当該のメッシュ状表現は次の要求条件を満たす。
　１．　閉曲面…上記のように全表面が閉鎖されていること。前のセグメント方式は、静
脈および動脈を完全に表すメッシュを作成する。数値法を実施する目的で、静脈および動
脈が高品質のメッシュで効率的に閉鎖されていること。再構築された生理学的情報を表示
する前にまたはそれ以外の場合として再構築された生理学的な表現でのいかなる使用を行
う前に、心内膜表面の派生表現において静脈と動脈を覆っている閉曲面を後で取り除きう
る。
【０１１０】
　２．　要素数…面素の数は、幾何学的形状を分解するのに十分多い数（合成幾何学的形
状を十分に分解できる程度）で、迅速な数値計算を円滑に実施するのに可能な限りおおざ
っぱな数であるものとする。幾何学的形状の重要でない局部特性を収容するために面素（
例えば、三角形）が多すぎる心内膜表面の表現は避けるものとする。
【０１１１】
　３．　要素の質…面素は高品質であるものとする。三角形状面素の質とは、例えば、そ
れがどれだけ等辺に近いかを示す指標で表される。三角形の質を示す単純な指標としては
、「半径比」がある。半径比は、外接円の半径と内接円の半径の比率として定義される。
値が小さいほど、三角形の質が高くなる。等辺三角形がもたらす半径比は２であり、これ
は最低達成可能値である。メッシュ全体の質は、個々の面素の平均品質として測定するこ
とができる。但し、ＦＥＭなど、数値計算法のいくつかは最悪の三角形の質に敏感である
ことが知られている。当然のことながら、他の品質評価指標を、異なるタイプの面素幾何
学形状に関して使用しうることは理解されることであろう。
【０１１２】
　図４は、ここに記載される手順を行うことにより生成された左心房の心内膜表面の合成
メッシュ状境界表現の代表的な図解である。図示の如く、左心房の境界表現は三角形の面
素を伴うメッシュを含んでいる。
【０１１３】
　ここに記載の如く、体積データの取得中に得られた生理学的データを使用して、心臓の
機械的周期の特定の位相に体積画像を一致できるようにしても良い。それに加えて、いく
つかの実施形態では、非接触式マッピング手順を行うことにより得られた再構築済み生理
学的情報を、心臓の電気活動の結果生じる生データが取得される心臓の機械的位相と最も
密接に一致する心内膜表面の表現上に提示することも可能である。よって、当該の実施形
態では、境界構築手順を使用して、心臓の周期の異なる位相に対して、心内膜表面の別の
表現を生成できる。その後、特定の位相の間に得られた生データは、その位相に対応する
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心内膜表面の表現に関して再構築されることになる。ここに記載される如く、再構築変形
およびカテーテル登録手順が、心内膜表面の当該特定の表現に関して行われる。同様に、
再構築された生理学的情報がその後、対応する心内膜表面の表現を用いて表示される。対
応する心内膜表面の表現を持たない位相で生データが得られる状況では、最も密接に一致
する心内膜表面の表現を使用して再構築作業が行われることになる。
【０１１４】
　事前に計算された変形関数
　上記の如く、再構築変形の計算に関与する計算の中には、複雑で時間のかかるものがい
くつかある。従って、好ましくは、医師の対話処理が要求されるような臨床設定において
はそれら全てを行なわない。
【０１１５】
　心内膜の境界およびカテーテルの幾何学的形状が前もって分かっているので、再構築手
順が行われる前に、例えば順変態に関する計算など、再構築手順に対応する計算を行い、
事前に計算された変換関数を後で使用できるようにメモリに格納することが可能である。
再構築手順を行う場合、事前に計算された変形関数を、記憶部から読み出して全体的な順
変換を計算するために使用できるので、実時間における全体的な順変態の計算を早められ
る。
【０１１６】
　生理学的情報の再構築された集合は、ラプラスの方程式から生じる楕円型偏微分方程式
（ＰＤＥ）の解である。楕円型ＰＤＥを解くために、領域（ドメイン）（本件においては
例えば、血液）内部のバルク方程式と境界条件（本件においては例えば、心内膜およびカ
テーテル）の二つの特性を満たす閉領域（ドメイン）上で多変数関数が定義される。
【０１１７】
　ＰＤＥの解を計算するのに使用される従来の数値法は、ＰＤＥ問題を一式の代数方程式
に変換する。これら代数方程式の成分のいくつかは、幾何学的形状とバルク方程式の性質
にのみ依存し、その他の成分は境界条件に依存する。境界条件が予計算位相の間に必ずし
も分かられていない間、多くが幾何学的形状について概知である。例えば、心臓腔の形状
およびカテーテルの形状は両方とも、信号の計測および再構築工程の前にあらかじめ分か
っている。従って、変形関数の成分（または状況によっては、完全な変換関数）が、生デ
ータの取得前、且つ又は当該の生データからの生理学的情報の再構築前に計算される。続
いて、事前に計算された変形関数成分は完全な変形関数の計算を早めるために使用される
。完全な再構成関数は、カテーテル且つ又は電極１１０の特定の位置に対して計算される
状況において、実時間における順変形関数の計算が回避される。事前に計算された変形関
数は、再構築された生理学的情報解を得るためのＰＤＥを解くために使用されるいかなる
タイプの数値計算法で使用することができる。次の実施例は、事前に計算された変形関数
がどのように決定され且つ、対応するＰＤＥを解くために境界要素法（ＢＥＭ）と共に使
用され得るのかを示す。当然のことながら、その他の数値計算法向けに類似した数学的枠
組みを開発できること、そして該その他の数値計算法での使用に向けて事前に計算された
変形関数の生成も同様に行うことができることは理解されることであろう。
【０１１８】
　ＢＥＭ法は、以下提示されるようなグリーンの第２の恒等式に基づく。
【０１１９】
【数１】

【０１２０】
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　この場合、ＶとＵは、境界Ｓを伴う領域（ドメイン）Ωで定義される二つの関数である
。作用素∂／∂ｎは外向き法線に関する法線微分係数で、∇２はラプラス作用素（いわゆ
る「ラプラシアン」）である。上記の方程式は、心腔を有する領域（ドメイン）など、任
意の領域（ドメイン）に適用する。バルーン付きカテーテルに関する問題には、血液に占
められる領域（ドメイン）があり、（人工閉鎖された）心内膜の結合があり、そして、カ
テーテルの表面がある。
【０１２１】
　変数Ｖは、電気緊張性電位を表わし、該電気緊張性電位は、それのラプラシアンがゼロ
になるような性状を有する。変数Ｕは、所与の起点οから測定された距離をｒとし、Ｕ＝
１／ｒとして定義することができる。よって、Ｕのラプラシアンは、次のように表わすこ
とができる。
【０１２２】
【数２】

【０１２３】
　この場合、δο（ｘ，ｙ，ｚ）は、起点οでの三次元δ関数である。グリーンの第２の
恒等式におけるＵの代わりに方程式（２）において表わされる関係を用いることによって
、方程式（１）に示される如く、Ωの全内点で正当な次の恒等式がもたらされる。
【０１２４】

【数３】

【０１２５】
　この場合ｒは、Ｖが表面上の点のそれぞれに評価されている点からの距離である。同様
に、次の関係が境界上の点に対して正当である。
【０１２６】
【数４】

【０１２７】
　変数Ｓｅは心臓の表面として定義され、変数Ｓｃはカテーテルの表面として定義される
。よって、この定義を使用して、方程式（４）が解かれることになっている全体的な表面
Ｓが、心臓の表面とカテーテルの表面の結合、又は
【０１２８】
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【表１】

【０１２９】
として定義される。両表面は、十分に滑らかな閉曲面であることを前提とする。同様に、
変数Ｖｅ（および対応して∂Ｖｅ／∂ｎ）が、心臓の表面上の電位およびそれの法線微分
係数として定義される。Ｖｃと∂Ｖｃ／∂ｎも同様にカテーテルの表面上の電位およびそ
れの法線微分係数として定義される。当然のことながら、表面電位に関してＰＤＥを解く
ことは例示目的に過ぎず、グリーンの第２恒等式の関係は、その他のタイプの生理学的情
報に関して解かれうることは理解されることであろう。
【０１３０】
　順問題におけるＶｅは、カテーテルが相当量の血液を変位する場合、Ｓｃ上のディリク
レの境界条件とＳｅ上のゼロノイマン境界条件に則る。しかるべく、ＶｅとＶｃは次の二
つの方程式を対として使用することにより決定できる。
【０１３１】

【数５】

【０１３２】
【数６】

【０１３３】
　方程式（５）と方程式（６）は同じものであるように見えるが、それぞれにおいて、変
数rは、Ｖｅ又はＶｃが、Ｓｃ又はＳｅのいずれかの各点に対して評価されている点から
の距離である。言い換えると、変数ｒは、めいめいの積分の評価中に（方程式のそれぞれ
に対して）異なる値を前提にしているので、結果としてＶｅおよびＶｃが異なる値になる
。∂Ｖｃ／∂ｎ＝０であるので、これらの方程式は次のように簡素化される。
【０１３４】
【数７】

【０１３５】
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【数８】

【０１３６】
　両表面が不規則なメッシュにより表わされ、ここでＶｅおよびＶｃが、真性電位（又は
その他の生理学的特徴）への離散的なＢＥＭ近似値であり、打切誤差ならびに切捨誤差を
含みうる可能性があると推定すると、積分演算は、離散作用素Ｓｅ→ｅ，Ｏｅ→ｅ，Ｓｃ

→ｅ，Ｏｃ→ｅ，Ｓｅ→ｃ，Ｏｅ→ｃ，Ｓｃ→ｃ，Ｏｃ→ｃによって置き換えることがで
きる。覚え易くするために、「Ｓ」は「Ｓｏｌｉｄ　ａｎｇｌｅ（立体角）」を意味し、
「Ｏ」は「Ｏｎｅ－ｏｖｅｒ－ｒ（ｒ分の１）」を意味し、そして、下付き添字は心内膜
表面（「ｅ」）又はカテーテル表面（「ｃ」）のいずれかを指す。よって、めいめいの表
面で電位を決定するために行われる積分演算に近似するこれらの離散作用素は、行列とし
て表わすことができる。電位が全要素（例えば、使用される表面の特定の表現の表面要素
）の定数であることを前提とするコロケーションタイプのＢＥＭについては、心内膜表面
上のｊ番目の要素に基づいた心内膜表面のｉ番目の要素での電位に対する作用素Ｓｅ→ｅ

からの寄与は、次のように計算することができる。
【０１３７】

【数９】

【０１３８】
　この場合、ｊ番目の要素で積分が行われ、rijは、ｊ番目の要素上の与点からｉ番目の
要素の中心までの距離である。同様に、その他の作用素を以下の通り表わすことができる
。
【０１３９】
【数１０】

【０１４０】
（この場合、ｉ番目およびｊ番目の要素が両方とも心内膜表面上にある）、
【０１４１】

【数１１】
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【０１４２】
【数１２】

【０１４３】
（この場合、ｉ番目の要素は心内膜表面上にあり、ｊ番目の要素はカテーテル表面上にあ
る）、
【０１４４】
【数１３】

【０１４５】
【数１４】

【０１４６】
（この場合、ｉ番目の要素はカテーテル表面上にあり、ｊ番目の要素は心内膜表面上にあ
る）、そして
【０１４７】

【数１５】

【０１４８】
【数１６】

【０１４９】
（この場合、ｉ番目およびｊ番目の要素が両方ともカテーテル表面上にある）。上記の積
分方程式は有限線形システムに変換することができる。
【０１５０】
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【数１７】

【０１５１】
【数１８】

【０１５２】
同類項を組み合わせることによって次のものがもたらされる。
【０１５３】
【数１９】

【０１５４】
【数２０】

【０１５５】
（この場合、Ｉは恒等作用素である。）
　上記システムにおいて、順変形については、Ｖｅが分かっているが、∂Ｖｅ／∂ｎとＶ

ｃは分かっていない。該システムは、次のものとしてブロック形式に書き換えることがで
きる。
【０１５６】

【数２１】

【０１５７】
　ベクトル∂Ｖｅ／∂ｎは、Ｖｃに関する次式を残し、上記のシステムから完全に消去す
ることができる。
【０１５８】



(45) JP 2015-163195 A 2015.9.10

10

20

30

40

50

【数２２】

【０１５９】
　Ｖｅに適用された作用素（又は行列）は、いわゆる順変形、数学的オブジェクト構築済
みのＡを形成し、これは、心臓の電気活動の結果生じる心内膜表面での電位を、カテーテ
ル１１０の複数電極で測定された電位に関係づける。カテーテルから心内膜電位に変形を
提供するために、我々は、Ｖｃを前提とする＾Ｖｅの方程式としてＡを解釈しなければな
らない。一般に行列Ａは長方形であり、劣決定であり、さらにはＩＥＥＥ二倍精度の範囲
内でランク落ちになっているため、この方程式では限り無く多くの解（うち、一つを除く
全てが不正解）が得られてしまうので、直接接触式の反転を通じて正しく＾Ｖｅを再構築
することが難しい。その代わりに何らかのタイプの正則化法が、より適切に正解を指定す
る該システムについての演繹的知識を組み込むために使用される。正則化法には、数学的
補整（平滑化）を含んでいるかもしれない、統計的手法、且つ又は共役勾配法などの反復
技法が含まれる。さらに後述で、ティーホノフの正則化法が＾Ｖｅの解決に関して記載さ
れている（但し、かかる技法は決して限定的なものではない）。
【０１６０】
　再び方程式（１５）を参照するに、順変換Ａを形成する行列のいくつかが再構築操作前
に事前に計算される。例えば、行列Ｓｃ→ｃは、カテーテルの幾何学的形状のみに依存す
るので事前に計算することができる。カテーテルが異なる形状および構成を有することを
前提とできる場合、かかる形状／構成のそれぞれに対応する別の行列Ｓｃ→ｃが計算され
る。行列Ｓｅ→ｅと、Ｏｅ→ｅおよび
【０１６１】
【表２】

【０１６２】
は、心臓の幾何学的形状に依存し、心臓の形状が手順前に得られる場合には事前に計算す
ることができる。いくつかの実施形態では、カテーテルよりも著しく多くの要素を伴って
メッシュにより心臓が表わされるので、Ｏｅ→ｅは最も大きな行列である。例えば、カテ
ーテルが一般に５００個の三角形で表わされる一方、心臓は一般に３０００個の三角形で
表わされる。従ってＯｅ→ｅは３０００×３０００の行列であり、よって、もし実時間で
反転を行なわなければならない場合、それの反転には（特に時間的な面で）高額な費用が
かかることになる。一方、
【０１６３】

【表３】



(46) JP 2015-163195 A 2015.9.10

10

20

30

40

50

【０１６４】
として計算された行列は、５００×５００個の要素とそれの反転のサイズを有するのでよ
り迅速に行うことが可能である。
　心内膜表面且つ又はカテーテルの独立した幾何学的形状に対応する行列は、非接触式マ
ッピングの再構築段階且つ又は信号の取得の前にあらかじめ計算される。事前に計算され
た行列は、後で読み出せるように記憶装置１１６などの記憶装置に格納される。生データ
が得られた後、例えば、事前に計算されたＳｅ→ｅとＯｅ→ｅおよび
【０１６５】
【表４】

【０１６６】
の行列を読み出してから完全な順変換行列の計算の過程においてそれを使用することによ
って順変換行列が生成される。順変換と関連する事前に計算された成分の少なくともいく
つかが利用可能であるこれらの実施形態では、順変換行列の部分的な計算が前もって効率
的に行われる。行列Ｓｅ→ｅ，Ｏｅ→ｅ，
【０１６７】

【表５】

【０１６８】
およびＳｃ→ｃとは異なり、その他の行列は、互いに相対する心内膜とカテーテル１１０
の構成（例えば、カテーテルと心内膜表面上の特定の位置の間の相対距離）に依存する。
カテーテルに相対する心内膜表面の相対位置および構成は一般に、カテーテルが心室に挿
入されてデータ取得工程が開始した時にだけ分かるようになっているが、再構築手順をさ
らに早めるためにいくつかの実施形態では、多数の可能カテーテル位置に対して、次の行
列を事前に計算しうる。
【０１６９】
【数２３】

【０１７０】
　よって、心内膜表面に相対するカテーテル１１０の様々な離散的位置に対して、方程式
（１６）により表わされる全体的な行列を個々独立して計算し、それ以降にも読み出せる
ように記憶装置１６０に（又はどこか他のところに）格納できる。マッピング手順の実施
中に、心内膜表面に相対するカテーテルの位置が決定され、方程式（１６）の行列を一か
ら計算するのではなく、むしろ該位置を用いてルックアップテーブルにアクセスし、それ
によって、事前に計算された行列の中から、決定された位置に対応する適切なものを読み
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出す。
【０１７１】
　完全な順変態を計算する方法の実用性は、使用されるカテーテルのタイプに（ある程度
）依存する。例えばバルーン型カテーテルの場合、心室におけるバルーン型カテーテルの
動きによって心室を占める十分な血液が変位され、よって電位分布にかなりの変化が生じ
るようにバルーン型カテーテルが構成されている。結果として、心室内部のバルーン型カ
テーテルの位置および配向の各変動ごとに、当該の位置／配向と関連する異なる順変換が
ある。ここで、バルーン型カテーテルの様々な位置／配向に対する事前計算順変態量は、
可能空間位置の数と当該位置での回転構成の数の積に比例するようになる。
【０１７２】
　一方、例えば分岐型カテーテル（またそれ以外の場合は多孔性の空洞カテーテル）など
、いくつかのタイプのカテーテルの場合、心室における血液変位の程度は、バルーン状カ
テーテルの場合ほど極めて重要ではない。しかるべく、心臓腔内部の静電位に影響がない
としてカテーテルの存在を近似させることができ、且つ、方程式（７）と（８）およびそ
れから派生する方程式におけるカテーテル表面一帯での積分は、本質的に無視することが
できる。結果として、順変換行列Ａを計算するためにカテーテル配向はもはや必要でなく
なり、カテーテルに関して必要な知識は、様々なカテーテル電極の位置だけである。
【０１７３】
　相当量の血液を変位しないカテーテルのタイプの場合、Ωの内点のいかなる点における
ラプラスの方程式の解Ｖが、次のものによって提供されるか、
【０１７４】

【数２４】

【０１７５】
（この場合、Ｖｅは、ディリクレの境界条件により指定され、∂Ｖｅ／∂ｎは、積分方程
式から決定される）、又は、次の行列形式において提供される。
【０１７６】
【数２５】

【０１７７】
　つまり、全て予め計算済みのしておくことができる行列Ｏｅ→ｅとＳｅ→ｅだけを適用
することによりＶｅから∂Ｖｅ／∂ｎを計算することができるという意味である。
【０１７８】

【数２６】
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【０１７９】
　重要なことには、これは、理論的に言って、心臓内部にどの点においてもラプラスの方
程式の解を見つけるために順作用素を事前に計算することができるという意味である。実
際に、単純な補間によって内点のいかなるものにおける正確な解を計算できるように、十
分な数の内点について順作用素を事前に計算する必要がある。
【０１８０】
　概して考えると、戦略的に選択されたカテーテル位置の多くに関して順作用素を事前に
計算することによって、あらゆるタイプのカテーテルに対してかなりの利益がもたらされ
る。
【０１８１】
　事前に計算された位置の近くで物理的なカテーテルが見つかる場合は一般に、順作用素
が事前に計算されたものにより近似され得るというのが（二つの構成が事実上極めて類似
する限り）事実である。従って、両方とも、正則化の効率と効能にまでおよぶ利益を引き
出すことができる。例えば、被観察電極電位に事前計算された反転を適用することにより
、反復線形システムの解決子（ｓｏｌｖｅｒ）に関する優れた初期推測をもたらすことが
できるので、計算時間が著しく低減される。さらに、事前計算された作用素ＡのＳＶＤに
基づく低ランク近似値は、同じ反復解決子の良好な予調整子（ｃｏｎｄｉｔｏｎｅｒ）と
なる可能性が高く、計算時間をさらに低減する。最後に、事前に計算された作用素Ａの右
特異関数において心内膜の電位を表現することは、非常に効果的な正則化法の形式であり
え、約３０００から通常１００以下に自由度を劇的に低減することにより、必要な計算時
間をさらに低減させる。
【０１８２】
　いくつかの実施形態では、事前に計算された行列でカテーテルの選択位置に対して生成
されたものを、対応する順行列が事前に計算されなかったカテーテル１１０のその他の位
置のための行列を推計するために使用しうる。これを行うために摂動解析は使用できる。
例えば、心内膜とカテーテルの特定の相対配置に対して満足な逆作用素が構築されたと仮
定する。続いて、電気生理学者が少しずつカテーテルを動かす。変位したカテーテル上の
計測、変位既知量、および原位置に対して構築された逆作用素を利用することによって、
心内膜上の電位を再構築するために境界摂動法を使用することができる。例えば、新規位
置の行列を決定するための（例えば、基底関数又は行列の線形重畳などの）摂動解におけ
る基底として、近くの位置のための事前に計算された行列（又はその中の成分）を使用す
ることにより新しい位置の行列を決定できる。
【０１８３】
　いくつかの実施形態では、心臓の周期の異なる位相について異なる表現が使用される状
況において、事前に計算された変形行列が心内膜表面の別の表現に対して生成されうる。
よって、当該心内膜表面の別の表現のそれぞれに対し、これらの心内膜表面表現の個々の
幾何学的形状に基づく事前に計算された対応行列が生成される。同様に、いくつかのタイ
プのカテーテルが使用されうる場合（又はカテーテルが異なる可能カテーテル構成を有し
うる場合）、（例えば、－Ｓｃ→ｃなどの）カテーテルの幾何学的形状に依存する行列が
、当該カテーテルのそれぞれに対して個々に生成されうる。再構築手順の間に、選択され
たカテーテルに、および特定の心内膜表面幾何学的形状にめいめい対応する行列記憶装置
１６０から読み出され、生データが得られた特定の位置に対応する完全な順行列の計算を
完了させるために使用される。
【０１８４】
　カテーテル登録
　上記の如く、非接触式マッピング手順の重要な態様は、心内膜表面の表現に相対するカ
テーテルの位置の決定である。心内膜表面の表現に関してのカテーテルの相対位置が、そ
の他の数ある理由の中でも特に、心内膜表面での生理学的情報を計算するための再構築変
形関数を計算するために必要とされる。
【０１８５】
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　図６は、カテーテルの座標系を心内膜表面表現の座標系と整列させることによって、心
内膜表面の座標系によってカテーテルの場所を示す位置を表わすことを可能にする、変形
関数を決定するためのカテーテル登録手順６００の代表的な実施形態のフローチャートを
示す図である。以下、カテーテル登録を行う二つの方法を説明する。第１の方法は、表面
登録までの雲状点群データに関係する間、第２の方法は、基準解剖学的位置マーカの同定
を採用する。
【０１８６】
　図６は、表面登録までの雲状点群データを記載する。図６に示される如く、カテーテル
はまず心室に挿入され、そして（６１０で）カテーテル且つ又はそれの電極の少なくとも
一つが心内膜表面に接触する位置に動かされる。いくつかの実施形態において、オペレー
タは、カテーテル（又はそれの電極の一つ又は複数）が心内膜表面に接触したと判断する
までカテーテル１１０を心室内部で動かす。オペレータは、カテーテル１１０又はそれの
電極のいかなるものが心内膜表面の壁に接触していると判断する際に、心室内部のカテー
テルの視像を提示する実時間超音波システムや、カテーテルに接続されている光ファイバ
ー素線に連結されたカメラや、蛍光透視、インピーダンス測定、心臓内電位図のサイズお
よび形状、カテーテル先端に取り付けられた圧力センサ、などの視覚補助による指標を参
照して行っても良い。それに加えて、カテーテルが心内膜壁により働くより高い機械的抵
抗に遭遇した時にカテーテルが心内膜表面に接触しているとオペレータが判定し、それに
よって、カテーテルが心内膜表面にあることをオペレータに警告するようにしても良い。
さらに別の実施形態では、オペレータによる介入が最小限の状態で、カテーテルを自動的
に心内膜壁に導入しうる。
【０１８７】
　心内膜表面に隣接する位置にカテーテルが一旦配置されると、カテーテル（且つ又はの
それの電極）の三次元空間的座標が６２０で決定される。空間的座標は、いくつか存在す
る従来の感知・追跡システムの一つを使用して確立されうる。かかる従来の感知・追跡シ
ステム（位置確認システムとも呼ばれる）には、磁界、電界、蛍光透視および超音波信号
を使用して追跡対象物（この場合はカテーテル且つ又はそれの電極）の位置を決定するシ
ステムが含まれる。これらのシステムは、位置確認システムの三次元空間においてカテー
テルの位置を確認する。
【０１８８】
　例えば、「カテーテルマッピングシステムと方法（Ｃａｔｈｅｔｅｒ　ｍａｐｐｉｎｇ
　ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ）」と題される特許文献１と、「カテーテル位置
システムと方法（Ｃａｔｈｅｔｅｒ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｍｅｔ
ｈｏｄ）」と題される特許文献２と、「侵略的医療機器の位置と配向を決定するためのシ
ステム（Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　ｔｈｅ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　
ａｎｄ　ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｎ　ｉｎｖａｓｉｖｅ　ｍｅｄｉｃａｌ　ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）」と題される特許文献３と、「体内マッピングのための機器および
方法（Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｉｎｔｒａｂｏｄｙ　ｍａ
ｐｐｉｎｇ）」と題される特許文献４と、「体内マッピングのための機器および方法（Ａ
ｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｉｎｔｒａｂｏｄｙ　ｍａｐｐｉｎ
ｇ）」と題される特許文献５と、「体内マッピングのための機器および方法（Ａｐｐａｒ
ａｔｕｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏ　ｉｎｔｒａｂｏｄｙ　ｍａｐｐｉｎｇ）」と題
された特許文献６と、「位置および配向の磁気による決定（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｄｅｔｅ
ｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）」と
題される特許文献７と、「物体の位置を決定する方法および機器（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ
　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｏｂｊ
ｅｃｔ）」と題される特許文献８および、「位置および配向の磁気による決定（Ｍａｇｎ
ｅｔｉｃ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｓｉｔｏｎ　ａｎｄ　ｏｒｉｅｎｔ
ａｉｏｎ）」と題される特許文献９、そして、「心臓におけるカテーテルのナビゲーショ
ンおよび位置およびマッピングのための方法および機器（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐ
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ａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　ｍａｐｐｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｈｅａｒｔ）」と題される米国特許出
願公報のいずれを参照されたい。
【０１８９】
　上記の如く、いくつかの実施形態ではカテーテル１１０に相対する電極の位置が固定さ
れて既知のものとなっているので、決定する必要のある唯一の情報は、位置確認システム
により確立された三次元空間におけるカテーテル１１０の位置および配向だけである。そ
の他の実施形態では、カテーテルに相対する様々な電極の位置が異なりうるので、このよ
うな実施形態における電極は、心内膜に相対して、又は心内膜に相対する概知の位置を用
いてカテーテル上の位置に相対して、個々に追跡するようにしても良い。電極の追跡には
、前述のいかなる追跡法を採用して、カテーテル上の既知の点だけを追跡する代わりに各
電極が個々に追跡するようにしても良い。
【０１９０】
　６３０で、登録手順を行うためにさらなる別のカテーテル位置が必要とされるかどうか
が決定される。カテーテルの座標系および心内膜の表面表現の座標系間で正確な幾何学的
な変形を得るためには、別のカテーテル位置が最低３箇所必要である。但し、座標系変形
の精度および信頼性を向上させるためさらに多くのカテーテル位置を使用することも可能
である。
【０１９１】
　さらに別の位置が要求される場合、６１０－６２０に示される手順が繰り返される。特
に、オペレータが心内膜表面上の次の点にカテーテル１１０を動かし、位置確認システム
に相対するカテーテル１１０の三次元座標が決定される。
【０１９２】
　続いて、心内膜表面でカテーテル１１０の位置がＮ箇所得られ、且つ位置確認システム
に相対するそれらの三次元空間的座標が決定された後に、登録変形（ｔ０）が６４０にて
計算される。上述のように、心内膜表面の表現の座標系に位置確認システムの座標系をマ
ッピングするために、計算された幾何学的変形は、心内膜表面の表現に、６１０－６３０
で決定された如く、カテーテル１１０の三次元位置をもっともよく一致させるものである
。
【０１９３】
　いくつかの実施形態において、登録変形ｔ．０．の計算は次式を最小化することにより
行われる。
【０１９４】
【数２７】

【０１９５】
　方程式（１７）の最小化を行うために、心内膜表面および付近の血管のセグメント化さ
れた境界を表わす表面Ｓが定義される。また、位置確認システムを用いて移動するカテー
テルに対して測定された三次元空間的座標に対応するベクトルｐｉおよび、ｐｉの点で行
われた変形作用素である作用素Ｔ［ｔ０］（ｐｉ）も定義される。合成ベクトルｔ．０．
は、心内膜表面座標系によってカテーテルの位置を表わすべく、カテーテル位置に適用さ
れる６つのパラメータ変形［x0，y0，z0，θ0，φ0，ψ0］として表わされる。
【０１９６】
　ｄｉ＝Ｄ（Ｔ［ｔ０］（ｐｉ），Ｓ）が、変換された点Ｔ［ｔ０］（ｐｉ）から表面Ｓ
までの距離を表わすように距離関数Ｄが定義される。心内膜表面上のカテーテル位置で取
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得されたＮ箇所に関する項ｄｉが最小限にされるところのベクトルｔ０を決定するために
、最小自乗誤差計算手順且つ又はその他の数学的回帰および曲線適合法など、従来の反復
最適化法を含む多くの技法を使用しうる。
【０１９７】
　その他の実施形態において、変形ベクトルｔ０の決定は、基準解剖学的位置マーカ法を
使用して達成しうる。この技法では、多くの基準マーカが、心内膜の境界および位置確認
システムのめいめいの座標系の両方において同定される。いったん同定が行われると、二
点の集合の間に最小平均二乗誤差をもたらす変形が選択される。
【０１９８】
　例えば、両モダリティ（撮画手段）において同定するのが簡単である解剖学的な境界標
識（僧帽弁輪、冠状静脈洞、など）が基準マーカとして使用される。これらの境界標識は
、事前に取得された心内膜の境界において容易に同定されうる。一旦所与の境界標識が同
定されると、カテーテルは、例えば蛍光透視により導かれて境界標識へと進められる。い
ったん接触すると、位置確認システムの座標系で表されたカテーテルの位置を確立するた
めにカテーテル位置確認システムからの読取り値がとられる。
【０１９９】
　上記の技法の変形として、事前に取得され且つ実時間の位置確認モダリティ（撮画手段
）において同定するのが簡単である患者の身体に表面マーカを配置するものもありうる。
３つの変位パラメータ（x0，y0，z0）と３つの回転パラメータ（θ0，φ0，ψ0）を含む
変形ベクトルが登録手続によってもたらされる。その後、移動するカテーテルの位置を心
内膜表面の表現の座標系として得るために位置確認システムにより得られた三次元空間的
座標にこの変形を適用することができる。カテーテルの１１０のマッピングされた位置は
、その後、再構築変形を計算するため且つ又は、心内膜表面の表現の座標系で表されたカ
テーテルの位置を必要とするその他全の計算を行うために使用される。
【０２００】
　ちなみに、健康な患者の場合、洞調律においては心内膜の境界が活動化波面の伝播を通
じて比較的一定である。
　これは、位置確認システムと心内膜の表面表現のめいめいの座標系の間で幾何学マッピ
ングを構築する際に、登録工程が単一の境界形状に基づいていると、許容誤差が少なくな
ることを示唆する。
【０２０１】
　場合によっては、画像取得時間と登録時間の間に生じる血液量の変化又は持続性不整脈
の存在心室体積の変化、従って、事前に取得された現行の心内膜表面間の不一致につなが
りうる。心内膜の表面上の生理学的信号の再構築を行う際、このような不一致は誤差につ
ながる。体積変化率は一般に２０％未満である。多くの方法を用いて、この体積変化率を
補正しうる。その一つとしては、得られた雲状点群データに相対する心内膜の表現を均一
に拡大又は縮小するスケーリング（縮拡）パラメータを追加する方法がある。上述の方程
式（１７）の最小化を行う際に、スケーリング（縮拡）パラメータｓ０が変形ベクトルに
追加されうる。最小化アルゴリズムは、６つのパラメータに対して最適化を行うのではな
く、むしろ±２０％の範囲にあると推計される倍率を提供して７つのパラメータに対して
最適化を行う。その他、より精巧な方法では心内膜の表面を不均一にスケーリング（縮拡
）しうるので、体積変化により形状の変化を経験する可能性が高いと推測的に知られる解
剖学的部位には、変化する可能性が高いものよりも少ないスケーリング（縮拡）が行われ
るようになる。
【０２０２】
　持続性不整脈の場合には、心臓が活性化波面伝播の間に機械的変化を経験しうる。前述
のように、機械的周期における複数の位相に対して心内膜境界表現を得ることが可能であ
る。よって、いくつかの実施形態では、複数の心臓形状に対応するいくつかの幾何学的変
形ベクトル（ｔ０など）が計算されうる。該システムは、インピーダンス・プレチスモグ
ラフィを使用してＥＣＧや心臓内電位図および一回拍出量などの生理学的データを検出し
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うる、且つ心臓の位相や適切な心内膜の境界表現および対応する幾何学的変形ｔ０を選択
するためにこのデータを使用しうる。当然のことながら、変形ｔ０がカテーテル１１０上
の代表点（例えば、カテーテルがあちこち移動される際に心内膜表面に接触した電極の先
端、カテーテル本体の中心点、など）に関する幾何学的なマッピングを確立しているが、
カテーテル且つ又はそれの電極上のいかなる点の座標を、心内膜表面の表現の座標系で決
定しうることは理解されることであろう。
【０２０３】
　心内膜表面での生理学的情報の再構築
　カテーテル且つ又はそれの電極の心内膜境界に相対する位置をもって、電極により測定
された信号から心内膜表面での生理学的情報（例えば、電位）への数値変換を計算するこ
とができる。
【０２０４】
　心内膜表面での生理学的情報の再構築を支配する物理法則について、以下簡潔にまとめ
る。均一体積Ωにおける電位Ｖは、次のラプラスの方程式により支配され、
【０２０５】
【数２８】

【０２０６】
次の境界条件に従属する。
【０２０７】
【数２９】

【０２０８】
（この場合、Ｓｃは、カテーテルの表面であり、ゼロになる法線微分係数は、電流がＳｃ

に浸透しないという事実を考慮したものである。Ｓｅは、心内膜面を表わす。）心室にお
ける血液変位の程度の重要度がバルーン状カテーテルの場合と比べかなり低い分岐状カテ
ーテル（またそれ以外の場合は多孔性の空洞カテーテル）の場合、法線微分係数がゼロに
なることの制約が省略されうる。
【０２０９】
　上記において示唆されるように、ラプラスの方程式は、一握りの幾何学的形状を例外と
して、数的に解決する必要がある。ラプラスの方程式を解くために、例えば境界要素法（
ＢＥＭ）、有限要素法（ＦＥＭ）、有限体積法などの数値法を使用しうる。いくつかの特
殊な幾何学的形状（ほぼ球形の幾何学的形状など）については、球調和関数を使用しうる
。それぞれの数値法は離散的な方法で幾何学的形状を表わすが、各方法はそれぞれそれ独
自の表現を使用する。全ての数値法において、心内膜表面上のおよびカテーテル上の電位
は有限次元ベクトルにより表わされる。ラプラスの方程式は線形であるので、これらのベ
クトルは、次の順行列として知られる行列Ａにより関係づけられる。
【０２１０】
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【数３０】

【０２１１】
（この場合、（ベクトル）Ｖｃは、カテーテル上の電極により測定された電位を含むベク
トルであり、Ｖｅ は真の心内膜電位を含むベクトルである。）行列Ａはｍ×ｎの寸法を
有し、この場合ｍはカテーテル上の電極の数であり、ｎは心内膜電位の自由度（通常は表
面Ｓｅを表すために使用される面素数）である。一般に、ｍ＜ｎである。但し、上記の如
く、カテーテルを心室周辺で動かしてから複数位置で得られた信号に対応する生データの
複合に適用される再構築変形を計算することにより電極の有効数ｍを増加させることがで
き、それによってｍとｎの間の相違を低減しできるので、計算の精度を向上できる。
【０２１２】
　方程式（２０）は、心内膜の電位からカテーテルの電位への変形関係を提示する。
　一般に順問題と呼ばれるこの関係は、良設定問題であり、高い精度で解くことができる
。
【０２１３】
　カテーテルの電位から心内膜の電位への変形を行うために、＾Ｖｅ（推計される心内膜
の電位を表わすベクトル）が、Ｖｃを前提として決定されなければならない。一般に行列
Ａは長方形であり、劣決定であり、さらにはＩＥＥＥ二倍精度の範囲内でランク落ちにな
っているため、この方程式を解くことは、不可能でなければ非常に困難である。
【０２１４】
　＾Ｖｅの計算に向けての第一階段は、目標関数とも呼ばれる次式（２１）が全ての可能
な＾Ｖｅで最小化される最小二乗問題として方程式（２０）を再公式化することである。
【０２１５】

【数３１】

【０２１６】
　行列Ａが実時間決定されたものであるか、又は上記のようにカテーテル１１０の特定の
幾何学的形状（カテーテルの位置と配向を含む）に対応する事前に計算された行列Ａが記
憶装置１６０から読み出されるかのいずれかである。また、上記のように、記憶装置が、
例えばカテーテル１１０の特定の位置（複数可）且つ又は配向（複数可）に対応する完全
な順変換行列Ａを格納しない場合でも、部分的に事前計算された関数又は関数成分を記憶
装置１６０から読み出して、方程式（１６）を参照して記載されるように行列Ａの計算の
完了させることにより行列Ａの計算を早めることができる。
【０２１７】
　Ａが過剰に決定される（すなわち、それのランクが（ベクトル）Ｖｃの寸法を越える）
場合（但し、通常このような状況は起こらない）、その後、理論的には、次の古典的な最
小二乗式により＾Ｖｅが決定される。
【０２１８】
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【数３２】

【０２１９】
　但し、Ａは一般に決定されず、結果としてＡＴＡは特異値であり反転できず、通常、方
程式（２２）中の式は実際のところ適用できない。
　最小自乗誤差の手順を行うことに関して困難なことの一つは、行列Ａが生理学的信号を
減衰させるので逆操作によって信号を増幅する必要があるということである。順操作にお
ける減衰のレベルと反転における増幅のレベルは、カテーテルのサイズと位置および心内
膜上の電位の性質に依存する。
【０２２０】
　実際のところ、Ｖｅのかなりの成分が約１０００以上減衰される。結果として、Ｖｃに
おけるわずかな誤差によって、＾Ｖｅにおける大きな誤差が生じる。よって、逆問題は不
良設定である。
【０２２１】
　正則化法は、逆問題の不良設定性に対処するために使用することができる。正則化法は
心内膜の信号の挙動についての付加的仮定をなすことを関与している。これらの前提は、
心内膜表面での生理学的情報の空間的又は時間的な特徴に関係するものでありうる。
【０２２２】
　使用できる技法の一つとして、ゼロ次チホノフ正則化法がある。該技法は、信号の本質
的な部分が最も低い特異値に対応するＡの右特異値の中に含まれるという前提に基づく。
代替的な幾何学的解釈は、再構築された信号の空間的変化の振幅をチホノフ正則化が限定
するということもある。ゼロ次チホノフ正則化は、大規模な心内膜電位に課する項が目標
関数に追加されるときに結果として生じる。よって、方程式（２１）において定義される
最小自乗誤差問題は、次のように再公式化できる。
【０２２３】
【数３３】

【０２２４】
　この場合、全ての可能な＾Ｖｅで最小化が行われる。この最小化を解くことによって、
次式がもたらされる。
【０２２５】
【数３４】

【０２２６】
　正則化パラメータｔは、再構築された電位＾Ｖｅに適用された空間的平滑化の量を制御
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下するにつれて再構築解像度は向上するが、解の不安定性およびノイズが増加する。いく
つかの実施形態において、ｔが、電極により検出されたノイズの二乗平均平方根値の３倍
となるという条件を満たすように選択される。最適な正則化パラメータを見つけるために
、Ｌ－曲線などその他の方法を使用しうる。
【０２２７】
　逆問題の不良設定性への対処に加え、チホノフ正則化はＡの未決定性の問題も解く。
　図７は、カテーテル１１０の複数電極により得られた信号からの生理学的情報を再構築
するための代表的な手順７００のフローチャートを示す図である。
【０２２８】
　図示の如く、カテーテル１１０は、７１０で心室内の複数位置の一つに動かされる。い
くつかの実施形態ではオペレータが、カテーテルの動きを制御しそれの次の位置を決定す
る間、その他の実施形態ではカテーテルの動きが完全に又は部分的に自動化されている。
【０２２９】
　カテーテルがいったん心室内の位置に到達すると、心内膜表面の表現に関連するカテー
テル１１０の位置が７２０で決定される。特に、カテーテル１１０の位置を追跡する位置
確認システムが、位置確認システムに相対するカテーテル１１０の三次元空間的座標を決
定する。位置確認システムは、カテーテル１１０の位置と配向を位置確認システム座標系
によって提供する。その後、前回決定された幾何学的座標変換ベクトルｔ．０．が、位置
確認システムの座標系で表現され、カテーテル１１０の位置に適用されて、心内膜表面の
座標系で表わされた合成カテーテル位置に当該の位置を変換する。その後、カテーテルの
複数電極は、心臓の電気活動の結果生じた生データ信号を得て、その信号を７３０で処理
ユニット１２０に送る。いくつかの実施形態において、得られた信号は、心臓の電気活動
の結果生じる電気的信号且つ又は磁気信号である。後述からも明らかなように、信号の計
測と関連する誤差を低減するために、いくつかの実施形態におけるカテーテルの複数電極
は、数心拍の各心拍における複数集合の信号を得る。
【０２３０】
　それに加えて、いくつかの実施形態における信号取得は、心室における数位置で行われ
る。これら状況の下に、再構築手順が後で行われることになる合成された生データの集合
を生成するべく、複数集合の信号が（例えば、平均操作又は加重平均操作を行うことによ
り）処理される。その後、複数のカテーテル位置からのデータを含む複合生データ集合に
対して順変換Ａが構築されてから、生理学的データの（該複合集合に対応する）再構築集
合が決定される。カテーテルの様々な位置からの信号を複合集合に統合するべく、同期機
構を使用して、該システム１００が心臓の電気活動のほぼ同一の周期で信号を得ることを
可能にしうる。同期化は、同期化機構により収集された生理学的データ（例えば、ＥＣＧ
計測、心臓内電位図計測、オペレータ・ペーシング）に基づいて行うことが可能である。
しかるべく、上述の方法にて得られた複合集合からの生理学的情報の再構築は、同期化生
データ信号の処理につながり、この処理によって、あたかも心室におけるカテーテルの異
なる位置に対してカテーテルの電極によりサンプリングされた全位置から一度に該生デー
タ信号が得られたかのようにできる。
【０２３１】
　生データを得たところで、順再構築変換Ａが７４０で決定される。上記の如く、順変換
Ａは、心内膜表面の表現に相対するカテーテル１１０の位置且つ又は配向に依存する。い
くつかの実施形態における行列Ａの決定は、上記にてより具体的に述べられている如く、
式
【０２３２】
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【数３５】

【０２３３】
に準じて順行列の値を計算することを含んでいる。上の式の実際の計算が実時間又はほぼ
実時間に実行される実施形態では、＊Ｓｅ→ｅとＯｅ→ｅおよび
【０２３４】
【表６】

【０２３５】
関係する成分など、事前に計算された再構築行列成分を記憶装置１６０（又は他の何らか
のメモリ素子）から読み出すことにより計算が早められる。これらの状況下において、生
データの特定の集合について順変換Ａを計算する作業が、例えばカテーテル１１０の特定
の位置および配向などに基づいて不足成分を生成することにより既に存在する部分的に計
算された順変換Ａの計算を完了させることに還元される。
【０２３６】
　その他の実施形態において、（カテーテルの特定の位置に各々対応する）完全に計算さ
れた順行列を記憶装置１６０から読み出すことができる。当該の実施形態において、カテ
ーテル１１０且つ又それの電極の位置は、様々な事前に計算された順変換を維持管理する
ルックアップテーブルにアクセスするために使用される。順変換を決定したところで、心
内膜表面の表現における生理学的情報（例えば、電位）の再構築された集合が７５０で決
定される。特に、上記のような正規化反転手順は、（複数電極により単一測定値から得ら
れた一式のデータとしてであろうが、又は複数の計測から派生した何らかの合成データの
集合としてであろうが）得られた一式の生データおよび（例えば方程式（２１）に関して
上記されるように）７５０で決定された順変換Ａに基づいて再構築された生理学的情報の
集合の値を推計するために使用される。
【０２３７】
　生理学的情報の再構築された集合がいったん計算されると、例えば従来のグラフィック
表示技法（例えば、グラフィック描写）を使用して生理学的情報を心内膜表面の表現にオ
ーバーレイ（重ねて表示）できるようになる。それに加えて後処理操作を一式の再構築さ
れた生理学的情報に適用しうる。例えば、各値域に異なる色を割り当てるようにした色分
け手法を利用して生理学的情報を表示することができる。特定の面素に対応する特定の値
が対応する色にマッピングされ、それからマッピングした各色を使って面素と関連する心
内膜のグラフィック表示の各部位を塗り潰すようにする。その他の方法を使用して生理学
的情報の値を表わすこともできる。
【０２３８】
　複数心拍を通じての信号取得
　ここに記載される通り、心内膜表面での生理学的情報の再構築はノイズにより影響され
る。ノイズが心内膜表面の表現で再構築された情報にもたらす影響を制御するために、い
くつかの実施形態ではノイズの二乗平均の三倍となるように正則化パラメータｔが選択さ
れるチホノフ正則化法は使用することができる。チホノフ正則化法はノイズによる計算誤
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差を低減するのに役立つが、この技法は、再構築された情報の空間解像度に悪影響を及ぼ
す。正則化パラメータが大きいほど、再構築が空間的に円滑（そしてその結果低解像度）
なる。従って、再構築を行う時に全ての誤差要因を減らすことが望ましい。カテーテル電
極により検出された信号は、干渉を低減するために遮蔽し、低ノイズ入力段階により調節
するものとする。
【０２３９】
　また、これらの措置に加えて、複数の心拍が拍動する期間を通じて計測を行うことによ
り、信号－雑音比を向上させることも可能である。信号対雑音比は、√Ｂの係数（これに
おける（行列）Ｂは、周期的信号および独立同分布の存在下における計測の数）により向
上することができる。よって、周期的な不整脈を伴う状況において、複数の拍動が同一で
あるという前提の下に、複数の拍動を通じてサンプリングすることにより信号対雑音比を
向上させることが可能である。
【０２４０】
　カテーテル１１０が固定位置を維持する状況において、順変換Ａは拍動間で一定状態を
維持する。ベクトルＶｃ（ｔ）は、瞬間ｔにカテーテル上で行われた計測として定義され
る。信号がΔｔ（例えば１ミリ秒）の増分値でサンプリングされる場合、期間Ｐ（例えば
、８０拍／分につき７５０ミリ秒）を有する心拍について、測定された信号を、Ｖｃ（ｓ
Δｔ＋Ｐｂ）　ｏｒ　Ｖｃ（ｓ，ｂ）（ここで、ｓは周期中の位相数であり、Ｐｂは、拍
動ｂと関連する基準マーカが検出された時点のタイムスタンプである）として表わすこと
ができる。よって、パラメータｓは、心臓周期における特定の位相と見なすことができる
。ｓおよびｂの適切な値で時間ｔでの計測を割り当てるため、特定の基準マーカを各心拍
内に識別する必要がある。これは、体表面ＥＣＧ又は心臓内の信号などレファレンス信号
（冠状静脈洞において収集されたものなど）に依存して行うことができる。この特定の実
施形態については、次の欄にてさらに詳しく後述する。
【０２４１】
　（行列）Ｂに等しい数の心拍数を通じてデータが収集される場合、心臓周期の位相ｓに
対して（行列）Ｂ個の信号計測が利用可能である。よって、同じ位相でのＢ個の計測は次
式に従って平均することができる。
【０２４２】
【数３６】

【０２４３】
　合成された信号の集合がＢ個の計測を通じて平均されたデータに対応するので、ノイズ
源が独立同分布のされていることを前提とした場合、√Ｂに比例する信号対雑音比の改善
が得られる。ここで、合成され平均された信号値の集合が、生理学的情報の再構築を行う
ために使用され、しかるべく、平均されたデータを使用して√Ｂの係数によりチホノフ正
則化パラメータｔの値を低減することにより再構築解像度を増加できる。
【０２４４】
　カテーテルを動かすことにより、再構築精度のさらなる向上を得ることができる。カテ
ーテルの動きが心拍数と比較して遅いので、カテーテルを動かす時に、複数の拍動を通じ
て複数位置で生信号が得られる。カテーテルの動きと複数心拍の使用によっていくつかの
利点がもたらされる。一つの利点は、複数心拍の使用によって信号対雑音比が向上すると
いうことである。別の利点は、カテーテルの動きによって、カテーテルがより近くに動か
された部位における解像度の向上が可能になり、そしてより多くの電極位置からの信号計
測が効率的に提供される（よって、より多くの電極が効率的に提供される）ということで
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【０２４５】
　けれども、カテーテルが固定位置をとるという筋書きとは異なり、カテーテルが複数位
置でそれの計測を得る場合には順変換行列Ａが一定のままでなくなる。
　一般に、生データが得られるカテーテル位置はそれぞれ対応する順変換Ａｂと関連する
ことになる。複数位置において複数の心拍を通じてデータを収集して、各計測ごとの位相
ｓを検出した後、新規の計測ベクトルＶｃを、同じ（又はほぼ同一の）位相ｓで行われた
電極計測を全て含んだ状態でアセンブリ言語に翻訳することができる。よって、ベクトル
Ｖｃ（ｓ）を次のように表わすことができる。
【０２４６】
【数３７】

【０２４７】
それに加えて、複合順変換
【０２４８】

【表７】

【０２４９】
は以下の条件を満たすように定義される。
【０２５０】
【数３８】

【０２５１】
（この場合、（行列）Ａｂは上記されるように決定される。）
　複合ベクトルＶｃ（ｓ）と複合順変換
【０２５２】
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【表８】

【０２５３】
および生理学的情報（この場合は電位）の再構築された集合の間の関係は、次のように表
わされる。
【０２５４】
【数３９】

【０２５５】
　方程式（２７）にて明瞭に表現される関係を利用して、Ｖｅ（ｓ）の値（すなわち、特
定の位相ｓに対応する生理学的情報の再構築された集合）を前述の逆手順を行うことによ
り決定できる。例えば、
【０２５６】

【表９】

【０２５７】
の正規化反転が上述のように発生しうる。
　周期的な不整脈に対するカテーテル移動の影響は、単一の心拍に複数のカテーテルを有
することの影響に類似する。
【０２５８】
　これまで、信号の伝播が周期的であること、また故にいかなるｂ１およびｂ２の場合は
Ｖｅ（ｓ，ｂ１）＝Ｖｅ（ｓ，ｂ２）であると推定された。しかしながら、心臓の伝播が
周期的でない場合、この前提は必ずしも正当ではなく、従って、例えば信号対雑音比を向
上させるために平均操作を行うことは適していないかもしれない。
【０２５９】
　それでも、信号が周期的でない状況においてさえも、複数の心拍を通じてほぼ同じまま
である特性がいくつかある。例えば、細胞組織の特性は、数分間という時間が経っても比
較的不変のままである。細胞組織を特徴づける一つの方法として、（後述されるような）
電圧マップの生成を通じての方法がある。特定の部位における最大電圧振幅が複数の拍動
がなされる期間実質的に一定のままであるという前提の下に、電圧マップ解像度の複数心
拍拡張を達成できる。特に、電圧マップ値は次のように定義できる。
【０２６０】
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【数４０】

【０２６１】
　データがＢ回の拍動を通じて収集されて再構築操作は各心拍ごと行われるとともに、Ｂ
個の電圧マップＶＭＶｂが作られる。
　ここで、（後述の方法で得られた）各計測ごとの再構築解像度Ｒｅｓｂと各心拍ごとの
電圧マップ値（ＶＭＶｂ）の両方が分かっている心内膜上の特定の点についてＶＭＶを見
つけたいと考えていると仮定する。この時点で、この次式が成り立つＶＭＶに対して新し
い加重平均値を割り当てうる。
【０２６２】
【数４１】

【０２６３】
（この場合、βｂ＝１／Ｒｅｓｂ）
　当然のことながら、平均ＶＭＶを決定するためのその他のタイプの平均方式を利用しう
ることは理解されることであろう。
【０２６４】
　信号位相整列
　複数の心拍を通じて得られたデータを処理するためには、電気的周期における特定の位
相に相対するデータを整列することが必要である。以下、図１２に示されるＫ信号Ｖ１（
ｔ）－ＶＫ（ｔ）を整列させる方法を説明する。
【０２６５】
　第一段階において、全信号が増幅され、フィルターされ、サンプリングされる。同期信
号は、同一の方法において同時に得られる。同期信号は、表面ＥＣＧ又は固定位置におけ
る心臓内の信号（冠状静脈洞カテーテルにより検出されたものなどの）から得ることがで
きる。
【０２６６】
　基準点検出機構（ＦＰＤ：Ｆｉｄｕｃｉａｌ　Ｐｏｉｎｔ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）は、特
定の事象が生じる刻時点を検出する。例えば、ＦＰＤは、心臓内電位図の活性化時間又は
表面ＥＣＧにおけるＲ波を検出しうる。該検出は、高解像度ＥＣＧの平均算出について整
列法（アライメント方法）に類似する方法にて行われる。
【０２６７】
　例えば、レイモン・ジェーン著の非特許文献１や、デイナ・ブルックス著の非特許文献
２や、ガンター・ブレイハート著の非特許文献３を参照されたい。
　簡単に言うと、定型信号は同期信号と交差相関している。定型と同期信号間の交差相関
が最大に達した時点で基準点が検出される。定型信号自体は、同期信号から前回得られた
比較的クリーンな信号、これらの信号の複数の平均でありうる。定型信号は、ユーザによ
り、又は信号の統計についての演繹的知識を使用するコンピュータ・アルゴリズムにより
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【０２６８】
　なお、心臓調整（ペーシング）中にマッピングが行われる場合には、同期信号はペーシ
ング機器から得られるかもしれない。この場合、交差相関は必要無く、ＦＰＭは単に同期
信号と関連する刻時点を受け渡すことになる。
【０２６９】
　ＦＤＭは、基準点が検出された刻時点Ｐ１・・ＰＢを出力する。その後、得られた信号
を整列させるためにこれらの刻時点が使用される。得られた信号は、整列後にＶｋ（ｓ，
ｂ）として表わされ、この場合、ｓは特定の心拍ｂ中の位相数である。
【０２７０】
　後処理と可視化
　多くの後処理および可視化技法が、臨床的に有意義な方法において再構築された生理学
的情報を表示するために使用されうる。後処理操作のいくつかには以下のものが含まれる
。
【０２７１】
　Ａ．　解像度表示
　前述の如く、電位は、心内膜表面からカテーテル電極への途中で大幅に減衰される。
　電位があまりにも減衰され、カテーテルに達する時までに、それの値がノイズ・フロア
ー（ノイズレベル）よりも低くなりうる。この減衰により、カテーテルにより近い部位に
おける心内膜表面の表現上の電位（又はその他のタイプの生理学的情報）が、カテーテル
からさらに遠い部位における電位よりも高い精度および空間解像度で再構築されうる。再
構築された電位が提供する情報を臨床上の決断の補助として役立たせることができるよう
に該再構築された電位のユーティリティ（使用効果）を増加させるために、再構築の忠実
度についての情報を医師に提供することが有益である。
【０２７２】
　いくつかの実施形態において、カテーテルに達する時間までにどれだけの信号がノイズ
・レベル以上を維持できるかを測定するために設計されている発見的アプローチが、解像
度マップを計算するために使用される。信号は一般に、その他数あるなかでも特に信号の
空間周波数に依存する減衰を経験する。即ち、空間周波数が高いほど、減衰のレベルが大
きい。
【０２７３】
　順変換Ａの特異値分解は、順変換の減衰レベルの決定に向けて方式を提案する。特に、
Ａの特異値分解において、右・左特異ベクトルＲｉおよびＬｉは、Ａの下に相互にマッピ
ングする独自の正規直交基底であり、他方に比して一方の基底の減衰を表わすベクトルＲ
ｉとＬｉを通じて関係づけられる。よって、Ａの右特異ベクトルに関してベクトルＡの下
に心内膜の信号Ｖｅを分解することにより次のものが提供される。
【０２７４】
【数４２】

【０２７５】
しかるべく、
【０２７６】
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【数４３】

【０２７７】
である。
　従って、特異ベクトルＲｉに比例した信号の部分は、αｉσｉがノイズのレベルを越え
た場合に「再構築可能」であるということになる。いくつかの実施形態において、（行列
）Ａにより変換後もノイズ・ベル以上に留まる特異値成分の合計が合計信号エネルギーの
少なくとも６０％になる場合に心内膜の信号Ｖｅは再構築可能であると見なされる。当該
の点を中心として配置され且つＲｅｓｉの「標準偏差」を有する鐘形の信号が再構築可能
である場合に、心内膜上の特定の点ｉでの解像度はＲｅｓｉであると言われている。
【０２７８】
　また、心内膜表面の表現の再構築された生理学的情報の解像度を決定する別のアプロー
チも、順変換Ａの使用に依存する。上述の如く、行列Ａは、サイズがｍ×ｎ（行数ｍはカ
テーテル電極の数に対応し、列数ｎはメッシュ上の要素の数）の行列であり、心内膜表面
の形状を示す。例えば、メッシュ上のｉ番目の要素上の電位が１Ｖであり、それ以外の場
所の電位は０Ｖとして、Ａ内のｉ列における値は、全電極上の電圧測定を表わすことがで
きる。
【０２７９】
　従って、二乗された値を特定の列ｉに加算し、その合計を電極の数で割ることによって
、心臓表面上の要素ｉからカテーテルの電極に伝播されたエネルギーの平均量に比例した
値がもたらされる。
【０２８０】
　よって、心内膜表面上のｉ番目の要素の解像度Ｒｅｓｉは、次のように表わすことがで
きる。
【０２８１】
【数４４】

【０２８２】
　当然のことながら、列への平方エントリ（Ｓｑｕａｒｅｄ　ｅｎｔｒｙ）の各々は、カ
テーテル電極の一つにより受け取られたエネルギーに対応することは理解されることであ
ろう。（上記方程式におけるｊは、カテーテルのｊ番目の電極を表わす。）
　心臓の表面上の特定の要素ｉからカテーテルの電極に来るエネルギーの平均量は、再構
築解像度の良い指標である。カテーテルに達する時までには電圧が大幅に減衰される心臓
表面上の部位は、解像度が乏しい状態で再構築されるのと比べ、電圧がさほど減衰されず
に達する部位がより正確に再構築される。
【０２８３】
　一般に、心内膜境界上の特定の点の再構築解像度は、当該の点からカテーテルへの距離
と、カテーテルが当該点から見える立体角に依存する。
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　図８は、解像度マップを生成する手順８００の代表的な実施形態のフローチャートを示
す図である。図示の如く、まず最初に、特定のカテーテル位置に対応する順変換Ａが、例
えば上記技法のいずれかを用いて８１０で得られる。
【０２８４】
　当然のことながら、心内膜表面での少なくともいくつか位置に対して決定された生理学
的情報の空間解像度の度合いを示す値を有する解像度マップを決定するためのその他の技
法を使用できることは理解されることであろう。
【０２８５】
　解像度マップがいったん生成されると、再構築された生理学的情報の精度および信頼性
を決定する援助を提供すべく、８３０で医師に表示されうる。好ましい実施形態では、以
下の技法の一つによって、解像度マップが心内膜の表現上の再構築された生理学的信号に
オーバーレイ（すなわち、重畳）された状態で表示される。
【０２８６】
　１．　グリッド線・・・心内膜の表現に現われるグリッド線密度を制御することによっ
て心内膜の表現上に解像度値を表わすことができる。よって、心内膜の表現上のグリッド
線は、高解像度の部位においては密集した状態に見える間、低解像度の部位においては目
が粗く散在した状態に見えるであろう。同様に、解像度は、心内膜の表現の上に点を重畳
することにより表示することができる。この場合、高解像度部位における点の密度が低解
像度の部位においてよりも高くなるように（グリッド線の密度の代わりに）点の密度を制
御することによって解像度が表示される。
【０２８７】
　２．　透明度・・・表示された部位の透明度を制御することによっても解像度値を心内
膜表面上に表わすことができる。よって、高解像度の部位が不透明に見える一方、低解像
度の部位は漸増的に透明に見える。
【０２８８】
　３．　輝度・・・表示された部位の輝度を制御することによっても解像度値を心内膜表
面の表現上に表わすことができる。よって、高解像度の部位が明るく見える一方、低解像
度の部位は漸増的に暗く見えるかもしれない。
【０２８９】
　いくつかの実施形態では、解像度値のオーバーレイ（重畳）を指定する代わりに閾値化
方式を使用しても良い。最小の解像度閾値（例えば１ｃｍ）を定義しうる。解像度が閾値
よりも優れている部位は、対応する生理学的情報と共に（例えば、不透明に、明るい色で
、などの様態で）表示される一方で、低解像度の部位はマスキングをされる（例えば、透
明に、暗い色で、などの様態で表示される）ことになる。
【０２９０】
　なおも別の実施形態では、生理学的情報を示すさらに別の心内膜の表現の横に、独立し
た心内膜の表現を置きその上に解像度を表示しうる。医師はこの解像度を用いて、心内膜
表面の表現上の再構築されたデータの信頼性を判断しうる。関心の対象となっている点で
利用可能な解像度が不十分の場合、医師は、該関心の対象となっている点の方にカテーテ
ルを動かして再構築解像度を向上させようにしても良い。
【０２９１】
　それに加えて、いくつかの実施形態では、生成された解像度マップを使用して、再構築
された生理学的情報の複合された集合を構築できる。特に、生理学的情報の再構築された
別の集合（複数の心拍且つ又は複数の位置で得られたものでありうる）がカテーテルの各
位置に対して利用可能である状況においては、対応する解像度マップが、例えば上記技法
の一つを用いて、利用可能な再構築された集合のそれぞれに対して生成される。続いて、
対応する解像度マップ値が最良又は最適であるところの再構築生理学的情報の当該の集合
から心内膜表面の表現における特定の面素に対して再構築値を選択することによって、又
は上記されるような加重平均を行うことによって、再構築された生理学的情報の合成・複
合の集合が生成される。
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【０２９２】
　Ｂ．　等電位表現
　再構築された電位は、所与の瞬間に心内膜表面上の電位分布のスナップ写真を提供する
。かかる電位値は色分けされ、心内膜の表現の上に重畳された状態で表示されうる。明確
にするために、補間された等しい電位の線を等高線輪郭で示した状態で等電位線を追加し
ても良い。
【０２９３】
　また、電位の伝播（すなわち、それらの時間的挙動）を複数の時間インスタンスを用い
て計算してから同じような方法で表示するようにしても良い。その結果、色データ且つ又
は等電位線が、電位分布の時間的な挙動を描く動画として表示されることになる。
【０２９４】
　Ｃ．　タイミング・マップ
　タイミング・マップは、その他の容易に検出可能な参照基準事象の発生に相対する特定
の事象のタイミングに関する情報を表示する。この情報には、脱分極の開始（活性化）や
再分極と活性化にかかる時間などの時間的な特性が含まれうる。参照基準事象には、特定
の心臓内電位図（例えば、冠状静脈洞での電極）における活性化時間やＥＣＧのＲ波が含
まれうる。一般に活性化波面伝播を示すためには、タイミング・マップの一種である活性
化時間マップ（等時線）が使用される。このタイプのマップにおいて、心内膜上の各点の
活性化時間が決定され、それの値が色分けされて心内膜表面に表示される。言い換えると
、等時線マップは、心内膜表面上の特定の位置で電位の脱分極が生じた時間インスタンス
を同定する。よって、心拍周期中（又はそれ以上）の電気活動を、補間された等しい活性
化時間の線を示す単一等時線等高線図に表示される。等時線マップの構築には、再構築さ
れた電位から活性化が生じた瞬間を検出ことが要求される。
【０２９５】
　図１０は、活性化時間マップを生成する手順１０００の代表的な実施形態のフローチャ
ートを示す図である。図示されるように、１０１０で、心内膜表面に関係する電位値の再
構築された集合が複数提供される。
【０２９６】
　次に、一連の再構築された集合と関連するそれぞれの面素に対して、当該の面素での活
性化時間（すなわち、電位が脱分極化された時間）が、再構築された集合の値に基づいて
１０２０で決定される。いくつかの実施形態においては、再構築された集合のうち電位の
変化率が最も高いものを同定することにより活性化時間が決定される。その他の実施形態
のいくつかでは、再構築された集合のうち、先に再構築された集合の電位に照らして見た
場合にあらかじめ定められた閾値をいくらか越える電位の変化が一番最初に発生した集合
を同定することにより活性化時間が決定される。なおも別の実施形態では、上記方法にて
定型心拍で交差相関を使用することによって活性化時間が決定される。活性化時間インス
タンスを確立するためのその他の方法も使用できる。同定された再構築集合は、活性化時
間マップに記録される特定の時間インスタンスに関連する。当然のことながら、活性化時
間マップのエントリは、関連する活性化時間が無いことを示す値（例えば、０の値又は負
値）に初期段階において設定されたものでありうることは理解されることであろう。
【０２９７】
　一旦、（該当するものがある場合に）活性化時間が心内膜表面の表現の面素の全てに対
して決定されると、それから派生する活性化時間マップが１０３０で表示される。
　等時線マップは、単一の画像に活性化伝播を描く際に有用である一方、電位波形、振幅
および一心拍につき複数の活性化が存在する部位と関係する情報を廃棄してしまうという
点において限定される可能性がある。
【０２９８】
　活性化伝播の特性を強調表示するために付加的処理を行いうる。例えば、未活性の部位
、又は所与の心拍中に二つ以上の活性を経験した部位を、さらなる調査に向けて強調表示
しても良い。
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【０２９９】
　当然のことながら、その他のタイプの生理学的情報についても活性化時間マップを生成
しうることは理解されることであろう。
　Ｄ．　電圧マップ
　電圧マップは、心内膜表面の所与の部位における電圧振幅の特徴を表示するために使用
することができる。電圧マップは、単一又は複数の心拍を通して再構築された電位から計
算される。有用な情報としては、最大振幅、又は二乗平均電位値が考えられる。電圧マッ
プは、低振幅（一般に＜１ｍＶ）の傾向がある梗塞部位の検出に特に役立つ。
【０３００】
　図１１は、電圧マップを生成する手順１１００の代表的な実施形態の実施形態のフロー
チャートを示す図である。図示の如く、電位の再構築集合の一つ又は複数が１１１０で提
供される。該再構築された集合（複数可）は、カテーテル１１０の複数電極により行われ
た単一の計測から計算された再構築電位に対応しうる、又はその代わりとして、数心拍を
通してとられたいくつかの計測に対応しうる、また、さらに概して言うと、数心拍を通じ
ての心室における複数位置で且つ又は心臓周期の異なる位相でとられた複数の計測に対応
しうる。
【０３０１】
　提供された再構築集合は、その後、（１１２０で）再構築された集合から対応値を代表
する計量値を心内膜表面の表現の各面素に対して決定するために処理される。いくつかの
実施形態において、該計量値は、面素と関連する（利用可能な再構築集合により提供され
た）めいめいの値から同定された最大振幅電位値である。いくつかの実施形態において、
該計量値は、再構築された集合から様々なめいめいの値の二乗平均として計算される。心
内膜表面の様々な位置での電位のその他の代表値が計算されうる。一旦心内膜表面の表現
の特定の面素に関する計量値が計算されると、その値は、電圧マップの対応するエントリ
に記録される。
【０３０２】
　電圧マップは、広範なダイナミックレンジ（動作範囲）の値を有しうる。心臓の健全な
部位は、心内膜表面で５－６０ｍＶの範囲内の電位値を有する傾向があるが、梗塞部位は
、１ｍＶ未満の最大振幅を有する傾向がある。このようにダイナミックレンジが広いため
に、これらの電圧を効率的に可視化することが困難である。電圧に色を割り当てるカラー
マップを調整することによって可視化を拡張しうる。一般に使用される調整の一つとして
は、範囲外の値が最小又は最大範囲値のいずれかにクランプ（固定）されるような条件を
満たすように関心の対象となっている範囲を定義する方法である。該範囲内の値は、カラ
ーマップに直線的に適合（一致）される。
【０３０３】
　よって、いくつかの実施形態における電圧マップの計量値は、（１１３０で）対応する
カラーマップ値に変換される。１１３０で計算された色値を含む電圧マップは、その後１
１４０で心内膜表面の表現上に表示される。
【０３０４】
　図５は、線形カラーマップ一致方式を使用して生成された代表的な電圧マップの図解で
ある。図示の如く、心内膜表面における異なる電気活動を伴う部位は容易に区別できる。
電圧マップ手順１１００のための別の有用な色変換方式としては、対数による色変換法が
ある。
【０３０５】
　Ｅ．　相違マップ
　前述の如く、電圧マップに基づく別のタイプの後処理操作としては、相違マップの生成
がある。相違マップは、不整脈の症状を向上させるために患者に施される焼灼治療などの
臨床治療処置の有効性に関する情報を提供する。相違マップは、特定の臨床治療処置の実
施前後に生成された二つ以上の電圧マップから反映される心臓の電気的な挙動を比較する
。
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【０３０６】
　よって、第１の電圧マップを生成後、臨床治療処置（例えば焼灼治療）が、治療が必要
であると（第１の電圧マップにより提供される情報の助けをかりて）判明した心臓の部位
に施される。焼灼治療が行われた後、第２の電圧マップが生成される。第１の焼灼マップ
の値は、第２の電圧マップの対応する値から引かれる。焼灼治療が行われた特定の心内膜
表面上の位置に対応するめいめいの電圧マップのエントリのいかなるものの間に有意差が
無い場合、これは、当該の位置で行われた焼灼治療の臨床効果がほとんど無かったことを
示しうる。
【０３０７】
　ここで再び、その他のタイプの生理学的情報についても、上記電圧マップに相似するマ
ップを生成しうることが理解されることであろう。例えば、心臓周期における特定の位相
で測定された電位の違いを、相違マップによって示すことが可能である。
【０３０８】
　Ｆ．　周波数マップ
　細動の機構に関する理解が深まるにつれて、治療の指標として分光分析を使用すること
がますます強調されてきている。分光分析および周波数マッピングは、細動中に高周波活
動の局部を同定するために使用される。これらの部位での焼灼は、細動の変化（また、時
には停止）につながり、しかるに不整脈の維持療法におけるそれらの役割を述べる。
【０３０９】
　分光分析では、周波数データが色分けされて、心内膜表面の三次元解剖学的表現に表示
される。いくつかの実施形態において、該表示されるデータは、活性化が所与の位置にお
いて発生する優位周波数である。
【０３１０】
　例えば、図９は、電位図の時間および周波数表現を示す線図である。図中、左側の画像
は、細動する細胞組織における電位図電位を時間の関数として表すものである。左側の画
像は、同じ信号の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を表すものである。この例において、信号
の優位周波数（ＤＦ）は９．６Ｈｚである。時間依存性の信号にＦＦＴを適用することに
より、関心の対象となるそれぞれの位置に対してＤＦを計算でき、それによって最大振幅
が存在する周波数を決定できる。その後、ＤＦは色分けされて、対応する心室の解剖学的
構造の上に表示される。
【０３１１】
　よって、心内膜表面の再構築された集合のその他に関しても、類似する分光分析を行い
うる。図１３は、周波数マップを生成するための手順１３００の代表的な実施形態のフロ
ーチャートを示す図である。図示の如く、心内膜表面での生理学的情報の再構築された集
合が複数１３１０で提供される。再構築された集合は、カテーテル１１０により行われた
計測の時系列に対応する。その後１３２０で、高速フーリエ変換などの周波数変換手順が
、再構築された集合に対して行われる。心内膜表面の表現の個々の面素に対応する再構築
された集合の値に対して、周波数変換手順が個々に行われる。特定の面素に対して時間挙
動の合成周波数の表現から得られた代表値（例えば、優位周波数など）が、当該特定の面
素に対応する周波数マップエントリに記録される。いくつかの実施形態では、周波数変換
が行われる時間的データが複数の面素に対応するということもあり得る。
【０３１２】
　いったん周波数変換手順が完了したならば、（１３３０で）周波数表現の値が、合成値
が表示された時により容易に観察できるようにするために、対応するカラーマップの値に
変換される。１３３０で計算された色値を含む色付き周波数マップは、その後に１３４０
で心内膜表面の表現に表示される。
【０３１３】
　用途
　心臓組織の電気的な解剖学的構造の特徴のマッピングは、不整脈および心不全を含む多
くの疾患に対する治療の指標として有用になりえる。
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【０３１４】
　不整脈の標的療法の場合、不整脈の発症源を正確に同定することが必要である。洞調律
、自発性不整脈もしくは誘発性不整脈、又は心臓調整（ペーシング）中に、根底をなす細
胞組織を電気解剖学的に特性評価することにより不整脈の発症源を同定しうる。電気的な
解剖学的構造の特性評価には、伝導の時空間的特性が多く含まれる。これには、例えば、
出口部位および好ましからざる自発性細胞焼成を示す早期活性化部位を同定するための活
性化時間マッピング、梗塞領域を示す低電圧部位を同定するための最大電圧、並びに再分
極時間とスペクトル挙動が含まれる。一旦不整脈の発症源が同定された時点で、治療クー
ルの処置に着手できる。ＲＦエネルギー、マイクロ波エネルギー、冷却、超音波、化学薬
品、放射線又はレーザー光線の導入によって達成される細胞組織の焼灼などが治療に含ま
れうる。またその代わりとして、心筋修復を行うことができる細胞又は生理学的作用を変
えることができる遺伝子などの生物学的因子の投入と標的導入などによっても治療を行い
うる。
【０３１５】
　細胞療法については、例えば、ロングリ・ライオ博士著の非特許文献４と、ピーター　
Ｃ．スミツ著の非特許文献５と、ゲップステイン著の非特許文献６とを参照されたい。遺
伝子療法については、例えば、Ｊ．ケブン・ドナヒュー著の非特許文献７および、ケブン
・ドナヒュー医学博士著の非特許文献８とを参照されたい。
【０３１６】
　心不全の患者の場合、電気的な解剖学的構造のマッピングに主に関与するのは、梗塞形
成を示す低電位部位ならびに機械的な動きの減衰を示す部位の同定である。いったん罹患
部が同定されると、心筋修復および再生を行うことができる細胞又は遺伝子の投入の標的
導入が治療に伴う。幹細胞生物学の分野における最近の進歩によって、科学者は、心筋再
生のための新たな方法を開発するツールとして活用できるかもしれないものを得ることが
可能となった。また、かかる生物学的治療は、電気的な解剖学的構造のマッピングを採用
してマップできる細胞組織の電気的特性にも影響する。
【０３１７】
　不整脈と心不全の治療の両方に関し、治療の提供に引き続いて電気的な解剖学的構造の
マッピングを使用し、治療の有効性を確認するようにしても良い。これは、例えば、焼灼
エネルギーが導入された部位における伝導遮断を確認するため、又は生体埋込の後に再生
された機械的な動きを確認するために同手順中に達成しうる。その代わりとして、又はそ
れに加えて、長期療法有効性を確認すべく、定期的な事後追認検討を該手順の数か月後に
行うようにしても良い。
（その他の実施形態）
　ここに記載される方法およびシステムは特定のハードウェア又はソフトウェア構成に限
定されず、多くの計算環境又は処理環境に適用できる可能性があるものである。該方法と
システムは、ハードウェア又は、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせにおいて実施
できる、且つ又は市販のモジュールアプリケーションおよび装置から実施できる。ここに
記載されるシステムおよび方法の実施が少なくとも部分的にマイクロプロセッサの使用に
基づく場合、該方法およびシステムは、一つ又は複数のコンピュータ・プログラムにおい
て実施できる。またこの場合、コンピュータ・プログラムは一つ又は複数のプロセッサに
より実行可能な指示を含むものと理解できる。コンピュータ・プログラム（複数可）は、
一つ又は複数プログラム可能なプロセッサ上で実行でき、且つ、（揮発性および不揮発性
メモリ且つ又は記憶素子を含む）プロセッサにより読取り可能な一つ又は複数の記憶媒体
、一つ又は複数の入力装置且つ又は一つ又は複数の出力装置に格納できる。よって、プロ
セッサは、入力データを得るために一つ又は複数の入力装置にアクセスでき、出力データ
を通信するために一つ又は複数の出力装置にアクセスできる。ランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）、レイド（ＲＡＩＤ）、フロッピー（登録商標）・ドライブ、ＣＤ、ＤＶＤ、磁
気ディスク、内臓ハードドライブ、外部ハードドライブおよびメモリスティック、又はこ
こに提示されるようなプロセッサによりアクセスできるその他の記憶装置の一つ又は複数
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を、該入力且つ又は出力装置は含み得る。但し、全ての実施例が前記にて網羅されている
訳ではなく、かかる前記の実施例は例示の目的で記載されているに過ぎず、本発明の実施
形態を限定するものではない。
【０３１８】
　コンピュータ・プログラム（複数可）は、コンピュータシステムと通信するために一つ
又は複数のハイレベルな手続きプログラミング言語又はオブジェクト指向プログラミング
言語を使用して実施することができるが、望ましい場合にはコンピュータ・プログラム（
複数可）をアセンブリ言語又は機械言語において実施することもできる。言語はコンパイ
ル又は読解することができる。プロセッサ（複数可）内臓の装置（複数可）又はコンピュ
ータ・システム（複）には、例えば、パソコン（複数可）、ワークステーション（例えば
、Ｓｕｎ、ＨＰ）、個人用デジタル情報処理端末（ＰＤＡ）、携帯電話などの手持ちサイ
ズ（ハンドヘルド）の装置、ラップトップ、ハンドヘルドコンピュータ、又はここに提示
されるように作動できるプロセッサを内臓する能力を有する別のデバイスが含まれる。し
かるべく、全ての装置がここに提示されている訳ではなく、ここに提示されているものは
例示の目的で記載されているに過ぎず、本発明の実施形態を限定するものではない。
【０３１９】
　「（一つの）マイクロプロセッサ」および「（一つの）プロセッサ」、又は「（該）マ
イクロプロセッサ」および「（該）プロセッサ」という用語に関連する表現は、独立且つ
又は分散環境（複数可）において通信でき、よってその他のプロセッサと有線又は無線通
信を介して通信するように構成できる一つ又は複数のマイクロプロセッサを含むものであ
り、且つ、かかる一つ又は複数のプロセッサは、プロセッサに制御される一つ又は複数の
装置（類似している又は異なる装置でありえる）を操作するように構成できるものを指し
ていると理解できる。さらに、メモリという用語に関連する表現は、別途指示なき限り、
プロセッサに制御される装置に内臓される又はプロセッサに制御される装置の外部に取り
付けられ、様々な通信プロトコルの使用により有線又は無線ネットワークを介してアクセ
スでき、且つ別途指示なき限り、かかるメモリをアプリケーションに基づきパーティショ
ン分割できる且つ又は隣接できる外部および内臓メモリ素子の組み合わせを含むように配
置できる一つ又は複数のプロセッサ可読アクセス可能な記憶素子且つ又は構成部品を含み
得る。しかるべく、データベースに関連する表現は、一つ又は複数のメモリ関連付けを含
んでおり、かかる表現は、市販のデータベース製品（例えば、ＳＱＬ、インフォミックス
、オラクル）、さらにプロプライエタリの（独自の仕様による）データベースを含むこと
ができ、且つ、リンクおよび待ち行列、グラフ、階層ツリーなどもメモリを関連付けるた
めのその他の構造（かかる構造は例示として記載されているにすぎず本発明を限定するも
のではない）も含みうるものを指していると理解できる。本発明の実施形態を数々説明し
たが、当然のことながら、本発明の精神と範囲から逸脱することなく様々な変更を加えう
ることが理解されるであろう。しかるべく、以上の（特許請求の範囲）の適用範囲内に含
まれるその他の実施形態を包含する。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月1日(2015.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成され、且つ心臓腔における複数の位
置のそれぞれに動かせるように構成されるカテーテルであって、心臓腔における電気活動
に応答して信号を測定するように構成され且つ空間的に分布した複数の電極を備えるカテ
ーテルと、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して心内膜表面に対してのカテーテル電極の位置
を決定するように構成されたセンサ素子と、
　電気的な心拍周期に応じて互いに異なるカテーテル位置での測定された信号を同期させ
て同期信号を得るように構成された同期化ユニットと、
　カテーテル電極の決定位置と前記同期信号とに基づいて、心内膜表面の複数位置での生
理学的情報を決定するように構成された処理ユニットと、を含み、前記信号は複数の電気
的心拍周期の間に測定され、前記処理ユニットはさらに、異なる心拍周期の信号から派生
した情報を少なくとも部分的に組み合わせて、電気的心拍周期の共通位相の信号から派生
した情報を統合するように構成されている、システム。
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【請求項２】
　さらに処理ユニットが、あたかも心臓腔におけるカテーテルの異なる位置に対してカテ
ーテル電極によりサンプリングされた全ての位置から一度に同期信号が得られたかのよう
に同期信号を処理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３】
　さらに処理ユニットが、同期信号に変形関数を適用するように構成されたことを特徴と
し、これにおいて、該変形関数が、心臓腔におけるカテーテルの異なる位置の少なくとも
いくつかから測定された信号を、心内膜表面の複数位置での生理学的情報に関係づけるこ
とを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　さらに処理ユニットが、心内膜表面の複数位置での生理学的情報を心臓腔におけるカテ
ーテルの異なる位置に対して測定された信号に関係づけるための順変換の計算を行って該
順変換を反転させることにより変形関数を決定するように構成された、ことを特徴とする
請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　心内膜表面の複数位置での生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットが、
異なるカテーテル位置の少なくともいくつかに対応する測定信号に基づいて、心内膜上の
位置の少なくともいくつかのそれぞれに対して生理学的情報の推計を複数決定するように
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６】
　心内膜表面に対するカテーテルの位置を決定するように構成されるセンサ素子がさらに
、心内膜表面の表現を登録するように構成され、該表現が、心臓腔にカテーテルを挿入す
る前に第１の座標系で得られたものであることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさ
らに含み、
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相のそれぞれにおける心内膜表面の複数位置での電
位値と、
　心内膜表面位置の異なる位置における一つ又は複数の心拍周期の最高電圧振幅と、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表現と、の少なくとも一つが
含まれており、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値と心内
膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算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８】
　心内膜表面を有する心臓腔に挿入されるように構成されたカテーテルであって、心臓腔
における電気活動に応答して信号を測定するように構成され且つ空間的に分布した複数の
電極を備えるカテーテルと、
　電気的な心拍周期に応じて互いに異なるカテーテル位置での測定された信号を同期させ
て同期信号を得るように構成された同期化ユニットと、
　心内膜表面に対する電極の位置と前記同期信号とに基づいて、心内膜表面の複数位置で
の生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットと、をさらに含み、
　複数の電気的心拍周期の間に信号が測定されることを特徴とし、且つ、
　生理学的情報を決定するように構成された処理ユニットがさらに、異なる心拍周期の信
号から派生した情報を少なくとも部分的に組み合わせるように構成されていることを特徴
とする、システム。
【請求項９】
　心内膜表面に対するカテーテル電極の位置を決定するための処理ユニットと交信するよ
うに構成されたセンサ素子をさらに含み、
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　カテーテルが心内膜表面から間を置いて配置される心臓腔における複数の異なる位置の
それぞれに動くようにさらにカテーテルが構成されていることを特徴とし、且つ、
　異なるカテーテル位置のそれぞれに対して、心内膜表面に対するカテーテル電極の位置
を決定するようにセンサ素子が構成され、且つ、心臓腔における電気活動に応答してカテ
ーテル電極での信号を測定するようにカテーテル電極が構成されることを特徴とし、且つ
、
　カテーテル電極の位置と異なるカテーテル位置での測定信号に基づいて心内膜表面の複
数位置での生理学的情報を決定するように処理ユニットがさらに構成されることを特徴と
する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　決定された生理学的情報の少なくとも一部分を表示するように構成された表示素子をさ
らに含み、
　決定された生理学的情報には、
　心拍周期の一つ又は複数の異なる位相それぞれにおける心内膜表面の複数位置での電位
値と、
　心内膜表面位置の異なる位置での一つ又は複数の心拍周期の最高電圧振幅と、
　心拍周期中の心内膜表面の複数位置での電気活動の周波数表現と、の少なくとも一つが
含まれており、
　周波数表現が、心拍周期の異なる位相における心内膜表面の複数位置での電位値と心内
膜表面のそれぞれの異なる位置に関する活性化時間に基づいて計算されることを特徴とす
る、請求項８に記載のシステム。
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