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(57)【要約】
　患者内の疾病を識別及び治療するシステム及び方法は
、時間に伴って患者の組織内において生成される生物学
的信号を検出するように構成されたセンサから１つ又は
複数のデータストリームを収集する。患者の、人口統計
、臨床、研究室、病理学、化学、画像、履歴、遺伝性、
及び活動データのうちの１つ又は複数を含む患者データ
要素が、収集され、且つ、パーソナライズされたデジタ
ルフェノタイプ（ＰＤＰ）を生成するべく、データスト
リームと共に処理されている。ＰＤＰは、患者を治療す
るためのパーソナライズされた介入をガイドするために
、患者を１つ又は複数の定量的疾病分類に分類するべく
、以前のデータを有するデジタルタクソノミーと比較さ
れている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の疾病を識別及び治療する方法において、
　時間に伴って患者の組織内において生成される生物学的信号を検出するように構成され
た少なくとも１つのセンサによって生成される少なくとも１つのデータストリームを収集
するステップと、
　前記患者の、人口統計、臨床、研究室、病理学、化学、画像、履歴、遺伝性、及び活動
データのうちの１つ又は複数を有する患者データ要素を取得するステップと、
　パーソナライズされたデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）を生成するべく、パーティショ
ン化アルゴリズムを実行するように構成された処理モジュールにより、前記少なくとも１
つのデータストリーム及び前記患者データ要素を処理するステップと、
　前記患者を１つ又は複数の定量的疾病分類に分類するべく、前記ＰＤＰを以前のデータ
から構築されたデジタルタクソノミーと比較するステップと、
　前記１つ又は複数の定量的疾病分類に基づいて前記患者用の治療をパーソナライズする
ステップと、
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記少なくとも１つのセンサは、前記患者の身体との
物理的接触状態にあり、且つ、前記少なくとも１つの収集されたデータストリームは、有
線又は無線通信のうちの１つにより送信されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、前記少なくとも１つのセンサは、電極、光学センサ、
圧電センサ、音響センサ、電気抵抗値センサ、熱センサ、加速度計、圧力センサ、フロー
センサ、及び電気化学センサのうちの１つ又は複数であることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、前記生物学的信号は、電気心臓信号、機械心臓信号、
心拍数、心臓音、呼吸音、呼吸数、呼吸容積、神経活動、及び免疫学的信号のうちの１つ
又は複数を有することを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記患者データ要素は、電気信号、血行動態データ、
撮像からの心臓構造、心臓又は肺伝導と関連する臨床因子、神経信号、遺伝性プロファイ
ル、代謝状態のバイオマーカー、及び患者運動のうちの１つ又は複数を有することを特徴
とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、処理の前に、タイムスタンプを前記少なくとも１つの
検知されたデータストリーム及び前記患者データ要素のそれぞれに適用するステップを更
に有することを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、前記パーティション化アルゴリズムは、教師付き機械
学習、ニューラルネットワーク、相関分析、ロジスティック回帰分析、決定木、時間ドメ
イン分析、周波数ドメイン分析、三角法変換、対数変換、クラスタ分析、及び教師なし機
械学習のうちの１つ又は複数を有することを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、前記デジタルタクソノミーは、前記患者の以前のデー
タを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、前記１つ又は複数の定量的疾病分類は、前記個人内の
、回転又は局所アクティベーションパターン、間欠的回転又は局所アクティベーションパ
ターン、不完全なアクティベーションパターン、並びに、特定の心臓構造のサイト又は特
定の解剖学的サイトのうちの１つ又は複数を有することを特徴とする方法。
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【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、前記患者の組織は、心臓、前記心臓の領域に供給する
神経、前記神経を制御する脳の領域、前記心臓の領域に供給する血管、及び前記心臓に隣
接する組織を有することを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、前記疾病は、心房細動、心室細動、心房性頻脈、心房
性粗動、多形性若しくは単形性心室頻脈、心室性粗動、又は前記心臓内のその他の電気異
常のうちの１つ又は複数を有する心拍リズム障害であることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、処理の前に、前記少なくとも１つのデータストリー
ムを使用することによりマップを生成するステップを更に有し、前記マップは前記心臓内
の場所におけるアクティベーションを表す画像を有し、且つ、処理ステップは相対的に高
いアクティベーションの場所を識別するステップを有することを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法において、前記少なくとも１つのデータストリームは偽のディ
フレクションを含む臨床エレクトログラムを有し、且つ、処理ステップは、異なる心拍リ
ズムと関連する１つ又は複数の基準信号についてトレーニングされた機械学習アルゴリズ
ムを使用することにより、再構築されたエレクトログラムを生成するステップを更に有す
ることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法において、パーソナライズされた介入は、接触装置を介したエネ
ルギー配給、非接触装置によるエネルギー配給によるアブレーション、電気療法、熱療法
、機械療法、薬剤療法の配給、免疫抑制の配給、幹細胞療法の配給、及び遺伝子療法の配
給、のうちの１つ又は複数により、前記患者の組織の少なくとも一部分を変更するステッ
プを有することを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法において、前記ＰＤＰ用の更新済みのパーソナル履歴データ、前
記分類された１つ又は複数の定量的疾病分類、前記パーソナライズされた介入、及び介入
結果を生成するステップを更に有することを特徴とする方法。
【請求項１６】
　患者の疾病を識別及び治療するシステムにおいて、
　経時的に患者の組織内において生成される生物学的信号を検出するように、且つ、少な
くとも１つのデータストリームを生成するように、構成された少なくとも１つのセンサと
、
　前記少なくとも１つのデータストリームを収集するように；
　前記患者の、人口統計、臨床、研究室、病理学、化学、画像、履歴、遺伝性、及び活動
データのうちの１つ又は複数を有する患者データ要素を収集するように；
　パーソナライズされたデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）を生成するべく、パーティショ
ン化アルゴリズムを実行するように構成された処理モジュール内において前記少なくとも
１つのデータストリーム及び前記患者データ要素を処理するように；
　前記患者を１つ又は複数の定量的疾病分類に分類するべく、前記ＰＤＰを保存されてい
る以前のデータを有するデジタルタクソノミーと比較するように、及び、
　前記分類された１つ又は複数の定量的疾病分類に基づいて、前記患者を治療するべくパ
ーソナライズされた介入を判定するように、
　構成された演算装置と、
　を有することを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つのセンサは前記患者の身体
との物理的な接触状態にあり、且つ、前記少なくとも１つの検知されたデータストリーム
は有線又は無線通信のうちの１つにより送信されることを特徴とするシステム。
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【請求項１８】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つのセンサは、電極、光学セ
ンサ、圧電センサ、音響センサ、電気抵抗値センサ、熱センサ、加速度計、圧力センサ、
フローセンサ、及び電気化学センサのうちの１つ又は複数であること特徴とするシステム
。
【請求項１９】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記生物学的信号は、電気心臓信号、機械心臓
信号、心拍数、心臓音、呼吸音、呼吸数、呼吸容積、神経活動、及び免疫学的信号のうち
の１つ又は複数を有することを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記患者データ要素は、電気信号、血行動態、
撮像からの心臓構造、心臓又は肺伝導と関連する臨床因子、神経信号、遺伝性プロファイ
ル、代謝状態のバイオマーカー、及び患者運動のうちの１つ又は複数を有することを特徴
とするシステム。
【請求項２１】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記演算装置は、タイムスタンプを前記少なく
とも１つのデータストリーム及び前記患者データ要素のそれぞれに適用するように更に構
成されていることを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記パーティション化アルゴリズムは、教師付
き機械学習、ニューラルネットワーク、相関分析、ロジスティック回帰分析、決定木、時
間ドメイン分析、周波数ドメイン分析、三角法変換、対数変換、クラスタ分析、及び教師
なし機械学習のうちの１つ又は複数を有することを特徴とするシステム。
【請求項２３】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記デジタルタクソノミーは、前記患者の以前
のデータを更に含むことを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記１つ又は複数の定量的疾病分類は、前記患
者内の、回転又は局所アクティベーションパターン、間欠的回転又は局所アクティベーシ
ョンパターン、不完全なアクティベーションパターン、及び、特定の心臓構造のサイト又
は特定の解剖学的サイトのうちの１つ又は複数を有することを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記患者の組織は、心臓、前記心臓の領域に供
給する神経、前記神経を制御する脳の領域、前記心臓の領域に供給する血管、及び前記心
臓に隣接する組織を有することを特徴とするシステム。
【請求項２６】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記疾病は、心房細動、心室細動、心房性頻脈
、心房性粗動、多形性又は単形性心室頻脈、心室性粗動、又は前記心臓内のその他の電気
異常のうちの１つ又は複数を有する心拍リズム障害であることを特徴とするシステム。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、前記演算装置は、前記少なくとも１つのデータ
ストリームを使用することによりマップを生成するように更に構成されており、前記マッ
プは前記心臓内の場所におけるアクティベーションを表す画像を有し、且つ、処理ステッ
プは相対的に高いアクティベーションの場所を識別するステップを有することを特徴とす
るシステム。
【請求項２８】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つのデータストリームは偽の
ディフレクションを含む臨床エレクトログラムを有し、且つ、処理ステップは、異なる心
拍リズムと関連する１つ又は複数の基準信号についてトレーニングされた機械学習アルゴ
リズムを使用することにより、再構築されたエレクトログラムを生成するステップを更に
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有することを特徴とするシステム。
【請求項２９】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、パーソナライズされた介入は、接触装置を介し
たエネルギー配給、非接触装置によるエネルギー配給によるアブレーション、電気療法、
熱療法、機械療法、薬剤療法の配給、免疫抑制の配給、幹細胞療法の配給、及び遺伝子療
法の配給のうちの１つ又は複数により、前記患者の組織の少なくとも一部分を変更するス
テップを有することを特徴とするシステム。
【請求項３０】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記ＰＤＰ用の更新されたパーソナル履歴デー
タ、前記分類された１つ又は複数の定量的疾病分類、前記パーソナライズされた介入、及
び介入結果を生成するステップを更に有することを特徴とするシステム。
【請求項３１】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記分類された１つ又は複数の定量的疾病分類
を表示するように構成された表示装置を更に有することを特徴とするシステム。
【請求項３２】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記演算装置は、前記少なくとも１つのセンサ
から更なるデータストリームを反復的に収集するように、且つ、デジタル化されたデータ
要素を取得するように、更に構成されていることを特徴とするシステム。
【請求項３３】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つのセンサは、心臓信号を検
出するように構成された複数の電極を有するカテーテルを有することを特徴とするシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１８年４月３０日付けで出願された米国仮特許出願第６２／６６４，８
３３号の優先権の利益を主張するものであり、この特許出願の内容は、引用により、その
すべてが本明細書に包含される。
【０００２】
政府の権利
　本発明は、国立衛生研究所（ＮＩＨ：Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ
　Ｈｅａｌｔｈ）によって付与された認可番号第ＨＬ８３３５９号及び第ＨＬ１０３８０
０号の下に、政府の支援によって実施されたものである。政府は、本発明において特定の
権利を有する。
【０００３】
　本発明は、一般に、疾病及び健康の維持のためのパーソナライズされた療法に関し、且
つ、更に詳しくは、母集団からのデータに基づいて疾病用のデジタルタクソノミーを基準
としうる特定の人物について収集されたデータに基づいた疾病用のデジタルフェノタイプ
を定義し、これにより、パーソナライズされた療法の重要な異常性の識別を提供するシス
テム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００４】
　医学療法は、しばしば、過剰に一般的であり、且つ、パーソナライズによって改善され
うることが益々理解されるようになっている。多くの受け入れられている療法は、母集団
に跨ってそれぞれ十分に機能しているが、重要なマイノリティの場合には乏しく機能する
か、或いは、まったく機能していない。その療法が機能する者の場合にも、通常、個人に
跨る応答のグラデーションが存在する。しばしば、特定の療法が所与の患者においては機
能しえないという先験的な手掛かりが存在する。応答又は失敗の先験的な「予測子」は、
実際には、通常、観察される事後の成功及び失敗に基づいており、且つ、療法を改善する
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べくこれらを使用する試みは、しばしば大きな利益ではなく、増分的な利益しか生成して
いない。
【０００５】
　記述されている状態用の現時点の医療慣行は、明らかに、統計的なマイノリティよりも
、個人のマジョリティにおける適用可能性を優先しており、その理由は、マジョリティに
おいて機能する療法のみが促進されているからである。重要な、但し、見落とされている
課題は、マジョリティにおいて使用されているものとは異なる療法に対して応答しうる、
記述されている状態を有する個人のマイノリティの運命である。このマイノリティは相当
な数の個人を有しうるが、療法は、しばしば、例えば、記述されている状態を有するその
他の者から容易に識別（フェノタイプ化）される際を除いて、これらの個人の場合にも断
念されている。このような「サブ」フェノタイプ化は、しばしば困難であり、その理由は
、さもなければ、このような個人は、記述されている状態を有するその他の者から異なる
サブカテゴリに予め分離されていたであろう、からである。
【０００６】
　療法をパーソナライズするための、即ち、療法が機能する可能性が高い患者、療法が機
能する可能性が低い患者、を先験的に識別するための、且つ、理想的には、個人のために
療法を最適化するための、緊急のニーズが存在する。これらの目的を充足するべく、状態
の遺伝性の原因を識別し、相応して個人をフェノタイプ化し、且つ、このフェノタイプに
基づいて療法を適合させるための方式を使用することにより、パーソナライズされた医療
が益々研究されるようになっている。
【０００７】
　パーソナライズされた医療は、最も頻繁には、遺伝性の異常（「メカニズム」）の結果
としてもたらされる状態について適用されているが、明瞭な遺伝性の特性が実証不能な状
態においては、あまり頻繁に適用されていない。残念ながらこれには、すべての臓器系の
大部分の流行疾病の多数が含まれている。心臓においては、例えば、遺伝性のケースは、
例えば、遺伝によって受け継いだ家族性高コレステロール血症又は孤立性ＡＦを有する患
者などの心房細動を含む冠状動脈疾病又は心拍リズム異常などの状態について識別されう
るが、このようなケースはマイノリティである。大部分のケースは、明らかに実証可能な
遺伝性の原因を有してはおらず、且つ、複数の因子に起因する（多因子的である）と考え
られる。いくつかの最近の研究は、若者における遺伝によって受け継がれた突然の心停止
、即ち、突然不整脈死症候群（「ＳＡＤＳ：Ｓｕｄｄｅｎ　Ａｒｒｈｙｔｈｍｉｃ　Ｄｅ
ａｔｈ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅ」）を含む遺伝性であると見なされている状態においてさえ、
遺伝性の異常を示すことに失敗する。
【０００８】
　その他の状態は、部分的に遺伝性であるものとして現れうる、或いは、「不完全な浸透
度」を有する遺伝性の原因を有しうる。疾病発現又は療法に対する応答における、このよ
うな可変性の原因は、未知であり、且つ、例えば、心房細動用の多くの療法に伴って、発
生する。このような可変性は、しばしば、「環境」に帰せられており、且つ、細胞「プロ
テオーム」又は「メタボローム」における変動として表されうるが、識別が困難でありう
ると共に、しばしば証明されてはおらず、且つ、療法をガイドするべく、めったに使用さ
れてはいない。
【０００９】
　心拍リズム障害は、一般的なものであり、且つ、世界中において、病的状態及び死亡の
重要な原因である。正常な状態において、洞結節は心臓を洞律動において維持する。特定
の状態下において、正常な洞結節の迅速なアクティベーションは、不適切な洞性頻脈又は
洞結節リエントリを引き起こす可能性があり、これらは、いずれも、心拍リズム障害を表
している。
【００１０】
　心臓における電気システムの誤動作は、心拍リズム障害の近因である。心拍リズム障害
は、単純なもの又は複合的なものとして分類されうる。これは、リズムが、現時点におい



(7) JP 2021-521964 A 2021.8.30

10

20

30

40

50

て十分に理解されており、且つ、治療可能であるかどうか、に基づいて、ある程度まで任
意である。但し、単純なリズムは、大部分の分析（マッピング）の方法による合意を伴っ
て、時間に伴って安定した、十分に定義された回路を有するものと見なされうる。例は、
洞リズム（ＳＲ）、心房性頻脈（ＡＴ）又は粗動（ＡＦＬ）、房室結節性リエントリ性頻
脈（ＡＶＮＲＴ）、及び房室回帰頻脈（ＡＶＲＴ）を含む。逆に、複合的なリズム障害は
、心房細動（ＡＦ）、心室細動（ＶＦ）、並びに、多形性心室頻脈（ＰＭＶＴ）、複数の
早期心房波形（ＰＡＣ）、複数の早期心室波形（ＰＶＣ）、及び相互に関係する心房マク
ロリエントリ回路などの、回路が時間に伴って変化する、リズムのその他の形態を含む。
【００１１】
　心拍リズム障害、特に、ＡＦ、ＶＦ、及びＶＴの複合的なリズム障害、の治療は、困難
でありうる。複合的なリズム障害用の薬理療法は、最適なものではない。心拍リズム障害
の場合に、心拍リズム障害を軽減するべく、且つ、いくつかのケースにおいては、これを
除去するべく血管を通じて、或いは、直接的に手術において、センサ／プローブを心臓ま
で操作し、且つ、エネルギーを心臓の場所まで配給することにより、アブレーションが益
々使用されるようになっている。但し、複合的なリズム障害においては、アブレーション
はしばしば困難であり、且つ効果的ではなく、その理由は心拍リズム障害の原因（ソース
）を識別及び特定するツールが不十分であり、これにより障害を除去するべく心臓の適切
な領域にエネルギーを配給する試みが妨げられるからである。最良の努力にもかかわらず
、複合的な不整脈用の薬剤療法は中長期において、３０～６０％の成功しか有していない
。アブレーションは、益々使用されているが、複合的な状態の場合には、次善のものであ
る。例えば、最も単純な形態であると見なされている「発作性」のＡＦ用の単一のアブレ
ーション手順の成功は、１年において、６５％であり、これは、最近の多施設試験におい
ては、時間に伴って、５０％に低下している。相対的に複合的な、永続的な、ＡＦを有す
る患者の場合には、「絶対的基準」技法による単一手順の成功は、Ｖｅｒｍａらによる最
近の多施設試験においては、１年の投薬において、約４０～５０％である（“Ａｐｐｒｏ
ａｃｈｅｓ　ｔｏ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｐｅｒｓｉｓｔｅｎ
ｔ　ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ，”Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ．２０１５
；３７２：１８１２－２２）。これらの研究のそれぞれは、多くのその他の多施設予測調
査の結果と合致する。
【００１２】
　新しい科学的なブレークスルー又は発明によって対処された場合に、これらの療法の成
功レートの改善を支援しうる、いくつかの充足されてはいないニーズが存在する。複数の
試みにもかかわらず、同一のアブレーション方式がいくつかの患者においては機能するが
、その他の者においてはそうではない理由は何であるか？個人の間において類似する又は
異なっているリズム障害のメカニズムは、何であるか？並びに、我々は、彼らのフェノタ
イプを識別することができるのか？などの、多くの答えられていない疑問が残っている。
現時点の疾病分類は、この目的のために理想的なものではなく、その理由は、肺静脈隔離
は、１～２年においては、「単純」な突発性ＡＦのケースの３５～５０％において失敗し
ているが、１～２年において「進行」した持続的なＡＦのケースの４０～５０％において
は、機能している、からである。いくつかの患者は、提案されたＡＦソースのアブレーシ
ョンの後に、健康を回復している一方で、その他の者はそうではない理由は何であるか？
ソースによって駆動されたＡＦにおいて、いくつかの個人が、複合的なＡＦの場合にも１
つのソースしか有していない一方で、その他の者がいくつかのものを持っている理由は何
であるか？ソース又はドライバ領域が、いくつかの個人においては磁気共鳴撮像又は電圧
分析における線維症などの構造的な異常に関係している一方で、その他の者においてはそ
うでない理由は何であるか？（Ｎａｒａｙａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ
　Ａｒｒｈｙｔｈｍｉａ／Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ　２０１３；６（１）：
５８－６７）。ＡＦなどの心拍リズム状態が、いくつかの個人においては神経刺激などの
プロセス又は真性糖尿病などの代謝性疾病に関係している一方で、その他の者はそうでは
ない理由は何であるか？
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【００１３】
　心拍リズム障害は、心臓内における、その電気的なパターンによって分類されている。
詳細なマッピングが、ＡＶＲＴなどの状態の定義、さもなければ類似の症状又はＥＣＧの
外観を有しうるその他の状態からのその分離、並びに、その結果、治癒力を有する療法を
開発するための原因の識別、に結び付いている。心拍リズム障害用の電気的な原因を分類
するための従来の技術方式は、いくつかの方法を使用している。心房性頻脈などの単純な
心拍リズム障害においては、障害のソースはアクティベーションを最も早期の場所まで辿
ることにより識別することが可能であり、障害を軽減するべく、且つ、いくつかのケース
においてはこれを除去するべく、焼灼（アブレーズ）することができる。但し、単純な心
拍リズム障害の場合にも、心拍リズム障害の原因をアブレーズすることは困難であり、且
つ、熟練の医師でもしばしば、心房性頻脈などの一貫性を有する鼓動間のアクティベーシ
ョンパターンを示す単純なリズム障害をアブレーズするのに数時間を必要としている。
【００１４】
　複合的なリズム障害において、診断及び治療はしばしば、患者の血管を通じた心臓内へ
の、複数のセンサ／プローブを有するカテーテルの導入を伴う。センサは、心臓内のセン
サ場所において、心臓の電気活動を検出する。電気活動は一般に、センサ場所における心
臓のアクティベーションを表すエレクトログラム信号に処理されている。複合的な障害に
おいて、それぞれのセンサ場所における信号は、様々な形状の、１つの、いくつかの、及
び複数のディフレクションの間において、拍動から拍動へと遷移しうる。例えば、ＡＦ内
のセンサ場所の信号が、５個、７個、１１個、又はこれらを上回る数のディフレクション
を含んでいる際には、心臓内のセンサ場所にローカルである信号内のディフレクション（
即ち、ローカルなアクティベーションの開始）対心臓内の近傍のセンサ場所にローカルで
ある信号内のディフレクション（即ち、ファーフィールドなアクティベーションの開始）
、或いは、患者の心臓の別の部分、その他の解剖構造、又は外部の電子システムからのノ
イズを識別することは困難である。このような不規則なディフレクションは、最近、試み
が実施されてはいるものの（Ｓａｈｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｎ　Ｂｉｏｍｅｄ　Ｅｎｇ
　２０１８；４６（２）：２５７－２６９；Ｚａｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｉｒｃ　Ａｒ
ｒｈｙｔｈｍ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌ　２０１８；１１：ｅ００５２５８）、不
可能でない場合にも、センサ場所における信号内の拍動のアクティベーション開始時間を
識別することを困難にする。
【００１５】
　心拍リズム障害の原因を識別するべく、いくつかの試みが実施されている。１つの方法
は、センサ場所における信号内の規則性を複合的なリズム障害のソース用の代理者として
取り扱っており、この場合に、ソースは隣接するセンサ場所よりも組織化されているもの
と見なされている。例えば、Ｂｅｒｅｎｆｅｌｄらに対する米国特許７，１１７，０３０
号明細書、Ｇｒａｙらに対する米国特許第５，７９２，１８９号明細書、Ｓａｈａｄｅｖ
ａｎら（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　２００４）、及びＳａｎｄｅｒｓら（Ｃｉｒｃｕｌａ
ｔｉｏｎ　２００５）は、しばしば、高規則性インデックスを有する高スペクトル優勢周
波数を使用することにより、可変心房細動（ＡＦ）のソースを高度に規則的且つ迅速なエ
リアとして識別する方式について記述している。Ｎａｄｅｍａｎｅｅ他（Ｊ　Ａｍ　Ｃｏ
ｌｌ　Ｃａｒｄｉｏｌ　２００４）によるものなどのその他の研究は、複合的な細分され
た心房エレクトログラム（ＣＦＡＥ）が、ＡＦ用の重要領域でありうることを示唆してい
る。Ｃｕｃｕｌｉｃｈら（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　２０１０）などのその他の研究は、
大部分が解体された一時的なアクティベーションパターンと、まれに、ソース領域と、を
示すべく、身体表面撮像を使用している。臨床における使用の際に、このような方法は、
多くの研究において、アブレーションをガイドした際に残念な結果を生成している（例え
ば、Ｖｅｒｍａ　ｅｔ　ａｌ．，２０１５；Ｗｏｎｇ，２０１５、並びに、その他のもの
）。
【００１６】
　従来技術は、最近になって、心房細動及び／又は心室細動を含む複合的なリズム障害の
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別個のソースを識別するための方法及びシステムについて記述している。例えば、Ｎａｒ
ａｙａｎらに対する米国特許第８，６７６，３０３号明細書及び同第８，５２１，２６６
号明細書、Ｎａｒａｙａｎら（Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌｌ　Ｃａｒｄｉｏｌ　２０１２）、Ｈａ
ｉｓｓａｇｕｅｒｒｅ（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　２０１４）、並びに、Ｋｒｕｍｍｅｎ
ら（Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌｌ　Ｃａｒｄｉｏｌ　２０１４）を参照されたい。これらのシステ
ムは、障害が更なる競合するソース、ノイズ、又はその他の因子を反映する状態において
、周囲の複雑な衝突波及び解体にも拘らず、局所的な組織化されたソースを示す。また、
複合的なリズム用のソース又はドライバを識別するべく、いまやオンラインシステムも利
用可能である（Ａｌ－Ｈｕｓｓｅｉｎｉ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃ．Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌ．２０１７，２８：６１５－６２２）。これらの研究は、同
一のエレクトログラフィックデータを使用することにより、いくつかの分析システムが安
定的なソースを示す一方で、その他のシステムはソースにおける相対的に大きな可変性を
示すことを見出している（Ａｌｈｕｓｓｅｉｎｉ，ｅｔ　ａｌ．Ｊ．Ｃａｒｄｉｏｖａｓ
ｃ．Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌ．２０１７；Ｚａｍａｎ　ａｎｄ　Ｎａｒａｙａｎ，
Ｃｉｒｃ　Ａｒｒｈｙｔｈｍ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌ　２０１７；１０（１２）
：ｅ００６０２２）。但し、いくつかの患者対その他の患者において適用されるパターン
と、従って、療法をこれらの異なる患者サブタイプに対して最適化する方法と、について
は明らかではない。
【００１７】
　従来技術は、機械学習技法を使用することにより生物学的データをマイニングするため
のツールについて記述している。例えば、Ｇｕｙｏｎら（米国特許第７，５４２，９４７
号明細書）は、疾病の試験及び治療のための分子マーカーの識別及びランキングを促進す
るべく、異種の既存のデータソースからのデータを遺伝性／プロテオーム及び臨床データ
と統合する、決定システム内のサポートベクトルマシン（ＳＶＭ：ｓｕｐｐｏｒｔ　ｖｅ
ｃｔｏｒ　ｍａｃｈｉｎｅ）などの、カーネルに基づいた学習機械の内蔵について教示し
ている。Ｇｕｙｏｎにおいては、異種のデータセットは、遺伝子又はタンパク質発現デー
タ、質量分光データ、抗体レベル、臨床観察及び履歴、薬剤、ホルモン、免疫学的試験、
遺伝性及び家族性履歴、物理的又は化学的計測、オンラインジャーナル、オンライン遺伝
性データベース、及びその他のソースを含みうる。Ｇｕｙｏｎにおいて開示されている方
法は、療法のガイドを具体的に対象とするものではなく、むしろ、疾病の診断用の分子マ
ーカーの識別を対象とする。
【００１８】
　Ｓｃｈａｆｆｅｒに対する米国特許第８，９５４，３３９号明細書は、専門的知識及び
公開された研究に基づいて診断及び／又は治療用の推奨を実施するべく、既定の診断及び
治療規則を計測された生理学的パラメータ及び患者試験に適用する推定エンジンを有する
臨床決定サポートシステム（ＣＤＳＳ：ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｄｅｃｉｓｉｏｎ　ｓｕｐｐ
ｏｒｔ　ｓｙｓｔｅｍ）を開示している。追加された機能は、誤った推奨に結び付きうる
推定エンジン内の潜在的な欠点にフラグを付与する、データセット内の異常値の識別を含
む。このような決定サポートシステムは、既知の障害用の一般的な決定を提供してはいる
が、現時点において専門家によって識別されていない問題に対する解決策を教示又は示唆
してはいない。例えば、リズム障害がアブレーションに応答することになるのか又は応答
することにならないのか、心房細動の別個の形態に対する方式、或いは、除細動器を必要
とするのではなくアブレートされうる心室細動の形態に関する疑問については、専門家に
とっても現時点において明らかではなく、且つ、従って、従来技術のＣＤＳＳにおいても
利用可能とはならないであろう。これに加えて、従来技術のＣＤＳＳは、個々の患者内の
症状又はサインの臨床的な重要性、或いは、電気データの特定の特徴の存在又は不存在、
コンピュータ断層撮像又は磁気共鳴撮像からの構造的データの特定の特徴、血液試験、遺
伝性試験、又は任意その他のデータセットの特定の特徴を認識するのに失敗しうる。
【００１９】
　いくつかの従来技術の方法では、機械学習及びニューラルネットワークをリズム障害に
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適用しているが、専門家によって既に知られていることから拡張されておらず、且つ、治
療のために重要である疑問に対処してもいない。例えば、Ｅｌｇｈａｚｚａｗｉに対する
米国特許第５，８１９，００７号明細書及び中国特許出願公開第ＣＮ１０７２０３６９２
Ａ号明細書は、それぞれ、高精度を提供しうる、ニューラルネットワークを介して処理さ
れた電気データを使用することにより、ＡＦを検出する方法について開示している。中国
特許出願公開第ＣＮ１０６０６６９３３Ａ号明細書において記述されているように、この
方式は拡張されており、これにより、保存されているデータベース（ＭＩＴ－ＢＩＨデー
タベース）からＡＦを識別するべく、重み付けされた値の行列を人工ニューラルネットワ
ーク（ＡＮＮ：ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ）に追加する方法
について開示している。その他の研究においては、皮膚科医に匹敵する精度により、例え
ば悪性の皮膚病変などの疾病の存在を診断するべく、トレーニング済みの学習機械が使用
されている。例えば、深層畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ：ｃｏｎｖｏｌｕｔ
ｉｏｎａｌ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を使用しているＥｓｔｅｖａら（Ｎａｔｕ
ｒｅ　２０１７）、或いは、悪性又は良性として皮膚病変の画像を分類するためのＳＶＭ
の使用について記述しているＧｕｙｏｎらに対する米国特許第８，５４３，５１９号明細
書を参照されたい。Ｈａｎｎｕｎ、ＲａｊｐｕｒｋａｒらのＮａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉ
ｎ　２０１９は、心臓内科医に匹敵する精度を有する、ＥＣＧから不整脈を検出するため
のＣＮＮの使用を開示している。但し、この従来技術は、ＡＦと既に診断されている、Ａ
Ｆを有する患者にはあまり適しておらず、その理由は、専門家の既知の知識に基づいて改
善されておらず、且つ、従って、現時点の次善のレベルから治療を進化させていないから
である。Ａｄｄｉｓｏｎらに対する米国特許第７，１７１，２６９Ｂ１号明細書は、細動
用の電気ショック療法のタイミングを調節するためのニューラルネットワークの使用につ
いて記述しているが、アブレーション又は薬剤療法、或いは、これらが多くの患者におい
て機能しない理由に対処していない。Ｃｏｍａｎｉｃｉｕらに対する米国特許出願公開第
２０１５／００４２６４６Ａ１号明細書は、介入を計画するべく電気及び構造データを内
蔵する、個人における不整脈用の演算モデルを開示している。但し、このモデルは、ＡＦ
用の肺静脈隔離の４０～６０％の成功レート、或いは、心臓再同期療法の６０～７０％の
成功レートなどの、相対的に有効ではない療法については考慮していない。
【００２０】
　多くの専門家は、侵襲的な療法を非侵襲的な療法と組み合わせるなどのような、不整脈
を診断、追跡、又は治療するべく複数の方式を統合するニーズについて記述しているが、
この方式は、客観的にはまれにしか適用されておらず、或いは、定量的なツールを使用し
て滴定されていない。例えば、減量はＡＦを改善及び低減しうるが、これが最良に適用さ
れる患者が明らかではなく、或いは、このような個人が別個のグループとして識別されう
るかどうかが明らかではなく、その理由は、いくつかの肥満した個人がＡＦを発症しない
一方で、多くの肥満していない個人が発症しているからである。また、これは、体操など
のその他のライフスタイルの変化にも適用可能であり、このような変化は、極端な努力の
ケースにおいてＡＦを引き起こす可能性がある一方で、非常に座りがちなライフスタイル
を有するその他の患者もＡＦを経験している。炎症はＡＦを含む多くの疾病の原因となり
うるが、検出及び／又は療法を全体的な管理に統合する方法について明らかではない。
【００２１】
　すべての患者において機能しないとしても、理想的に広い母集団をカバーする、個人内
において機能しうる療法をパーソナライズするための方式を開発することは、社会にとっ
て大きな利益を有することになろう。これは、その疾病に、又は療法に対する応答に関し
て識別された遺伝性の原因を有していないか、或いは有している、個人を含みうる。これ
は、複数の形態の療法を定量的にガイドするための、且つ、いくつかのケースにおいて、
療法用の個々の人物内における多因子疾病の正確な原因を識別するための、パーソナルな
診断を含む。１つの例示用の実施形態は、複合的な心拍リズムにおけるものである。現時
点においては、これらの目的を実現するための従来技術におけるシステムは、存在すると
してもわずかしか存在していない。



(11) JP 2021-521964 A 2021.8.30

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【００２２】
　例示用の一実施形態において、本発明の方法及びシステムは、個人内における疾病を治
療するべく、且つ／又は、健康を維持するべく、パーソナライズされた方式をガイドする
ために、アルゴリズム、機械学習、及び確率論的分析を使用する数学的ネットワーク、セ
ンサから検知されたほぼリアルタイムのデータ、及び予め保存されている（履歴）データ
のうちの１つ又は複数を使用することにより、健康及び疾病のパーソナルデジタルフェノ
タイプ（「ＰＤＰ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｐｈｅｎｏｔｙｐｅ」）を生成
する。例示用の実装形態は、心拍リズム障害における、肝臓動脈疾患における、且つ、心
不全における、心臓用途を含む。
【００２３】
　本発明の技法は、現時点において専門家にとっては明らかではない、生物学的且つ臨床
的な重要性のパーソナルなフェノタイプを自動的に生成するように設計されており、且つ
、従って、専門家の能力を近似する、或いは、専門家による方式又は規則に基づきうる、
従来技術のＣＤＳＳに対する大きな進歩を表す。
【００２４】
　心拍リズム障害に対する適用においては、複合的なリズム障害は、専門家による理解が
困難であるが療法のために正確な原因を見出すべく、電気、構造、及び臨床データ入力か
らパーソナルフェノタイプを生成することにより解明され且つ治療される、心臓アクティ
ベーションのパターンを生成しうる。この混合された方式は、アクティベーションの異な
る電気パターン、或いは、電気パターンと構造的又は臨床的データ要素の組合せを得るべ
く、回転又は局所ドライバ（ｒｏｔａｔｉｏｎａｌ　ｏｒ　ｆｏｃａｌ　ｄｒｉｖｅｒ）
、或いは、「ランダム」なウェーブレットの従来の原因を超えて拡張されている。
【００２５】
　本明細書において記述されている本発明の方式は、心拍リズム疾病、冠状動脈疾病、及
び心不全、を含む複合的な疾病の場合に良好に適しており、これらのそれぞれは単一の疾
病ではなく、異なる要素からなる症候群である。例えば、ＡＦにおいては、様々な電気、
構造、及び代謝メカニズムがその発症及び変化に寄与する場合があり、これらのそれぞれ
は個人の間において異なりうる。原則的に、（それぞれが、定義されたアクションのメカ
ニズムを有する）多様なＡＦ療法に対する応答又は非応答によってトレーニングされた、
多様な人口統計及び「従来の」フェノタイプを有する患者内における、検知された、且つ
、アーカイブされた入力データ（データ要素）の大きな組から、しばしば電子健康レコー
ドから、構築されたネットワークを使用することにより、療法（「パーソナライズされた
医療」）を個別化することにより、それぞれの個人内のＡＦの療法に合焦されたフェノタ
イプ又はメカニズムを識別することができる。
【００２６】
　本発明の方式は、いくつかの因子に起因して、多くの複合的な臓器機能の詳細なメカニ
ズムに基づいた管理の利用可能性の欠如により、更に動機付けされている。第１に、心拍
リズム異常、心不全、或いは、場合によっては、虚血に対する生理学的寄与の概念的な知
識が限られている。第２に、前記生理学的寄与には個人の間における可変性が存在してお
り、例えば、構造的異常性の影響が、一人の個人対別の者における心房細動又は心不全を
変更しうる。第３に、生理学的相互作用はしばしば動的であり、且つ、環境の変化に応答
しうる。動的な変化は、正常な又は異常な年齢に関係する変化、或いは、疾病の開始又は
回帰を反映するべく、複数の年、複数の月、或いは、場合によっては、複数の週にわたっ
て発生しうると共に、初期において機能していた管理が有効ではなくなる理由を説明しう
る。第４に、この病理生理学を変調することは、定義されている場合にも、しばしば、些
細なことではない。これらの制限は、複数の臓器系に適用される。従って、既知の関連付
け又は生理学的パターンから心臓又は身体の残りの部分の機能を先験的に変調することは
、大きな課題である。
【００２７】
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　いくつかのイノベーションが、本発明の方式を従来技術から分離している。第１に、こ
の方式は、「パーソナライズされた医療」又は「高精度医療」のデジタルベッドサイド実
装である、定量的パーソナルデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）を生成しており、これは、
多くの疾病において欠如しうる細胞又は遺伝性データを必要としてはいない。第２に、Ｐ
ＤＰは、容易に入手可能な信号を含む、複数のデータ入力の組合せを表す。これらの信号
は、単純に集計されてはおらず、且つ、健康又は疾病をパーティション化するべく、その
個人内の裁定された正常な状態における信号に照らして決定されている。これは、複雑な
データ入力を必要としない場合がある。第３に、この方式は、母集団内の（電子健康記録
からのものを含む）検知されたデータストリーム及び／又は入力データ要素を使用するこ
とにより、所与の疾病又は健康状態用の新規のデジタルタクソノミーを生成する。疾病プ
ロセスの定量的な形態を定義するべく、これらのデータセットを分類又はパーティション
化をするために、数学的、統計的、及び機械的学習技法が使用されている。母集団データ
要素が、より詳細且つ広範である、即ち、より「豊富」である、ほど、演算されるデジタ
ルタクソノミーも、より広範なものとなりうる。一実施形態においては、異なる病院が、
データの匿名化された大きなデジタルパースペクティブレジストリに寄与しており、これ
は、異なる患者グループ、多様な療法からの結果に関する実施パターン及びデータに寄与
することになる。第４に、本発明の方式は、更新されたデータ及び演算された変動を使用
することにより、時間に伴ってＰＤＰ及びタクソノミーを適合させることができる。第５
に、本発明のシステムは、新規のセンサのみならず、別個の又は組合せにおいて動作しう
る（例えば、ネットワーク化された）既存の健康管理装置を利用する。また、第６に、ク
ラウドソーシングされた分析を可能にするべく、撮像装置などの専門的な医療機器からの
データ、個人内の多くのセンサからの、或いは、場合によっては、その他の個人からの、
データストリーム、を含む、複合的な入力を内蔵することができる。第７に、本発明の方
式を使用して生成されたフェノタイプは、「パーソナライズされた医療」の適合を可能に
する。最後に、本明細書において記述されているシステム及び方法は、ライフスタイルの
変化、薬物治療、電気又は機械的療法、外科的な又は最小限に侵襲的なアブレーション、
遺伝性又は幹細胞療法のうちの１つ又は組合せを介して、療法を提供するべく、定量的な
手段を提供する。
【００２８】
　心拍リズム障害に対する特定の適用においては、心房細動などの複雑な不整脈用の療法
のこれまでは認識されていない形態である、タクロリマスなどの物質を利用した免疫抑制
を含む抗炎症療法を使用することにより、不整脈をターゲットとすることできる。従って
、本発明の方式は、反復的な介入を除去することにより、結果を改善することができる－
－最高の予測された初期成功を有する方式を開始時点において所与の個人のために設計及
び適用し、これにより、治療における費用及び遅延を低減することができる。
【００２９】
　一実施形態において、ＰＤＰは、個人からの検知されたデータ及びデータ要素の複数の
ストリームを使用することにより、定義されている。これは、母集団内の類似のデータの
数学的表現に類似しており、これは、新規の疾病タクソノミーを構成し、これにより、個
人用の療法を含む個別化された管理を可能にする。本発明の方式は、機械学習を含む決定
論的且つ確率論的方法を使用することにより、その個人内の心臓状態の定量的なフェノタ
イプとして、これらのデータをデジタル的に表する、直接的に検知されたデータ及び多様
なソースからの臨床データを利用しており、且つ、統合された又は外部の装置を使用する
ことにより、療法をガイドする。本発明のシステムは、変化する状態において療法を適合
させるべく、或いは、心臓状態における悪化又は改善を予測するべく、時間に伴って反復
される計測を使用することにより、パーソナルフェノタイプを更新する能力を有する。本
発明の方式は、個々に、或いは、基準母集団との比較において、患者内の健康の豊富なデ
ジタルポートレートを形成する、時間に伴ってデータの範囲及び更新の数によって増大す
る広範な用途を有する。また、パーソナライズされたデジタルネットワークは、疾病にお
ける混乱と成功的な療法の際の正常化を識別するべく、所与の臓器系内のホメオスタシス
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を追跡することができる。データストリームは、電気活動の侵襲的記録（エレクトログラ
ム）、血液の流れ及び圧力（血行動態）、壁張力（心臓収縮及び弛緩）、及び関係するイ
ンデックスを含む、容易に計測されるシステムから、侵襲的又は非侵襲的に導出すること
ができる。センサは、非侵襲的に、心電図から、神経活動の皮膚反応尺度及び皮膚反射率
を記録することができる。使用されうる検知信号のその他のタイプについては、当業者に
は明らかであろう。
【００３０】
　生物学的臓器又はプロセスの異なる側面を表すべく、本発明の方法において使用される
データタイプを選択及びソートすることができる。心臓内において、データストリームは
、個人の、電気信号、３次元の解剖学的且つ構造的な異常性、履歴及び物理的検査から抽
出された臨床データ、病理生理学的併存症のインデックス、血液及び組織バイオマーカー
、並びに、遺伝性及び細胞構造のうちの１つ又は複数を有する。
【００３１】
　候補パーソナルデジタルフェノタイプは、信号処理から導出されたインデックス、教師
なし機械学習からのものを含むデータクラスタ、及び類似の且つ非類似の個人内のラベル
付与されたイベントによってトレーニングされた教師付きネットワークを表す、病理生理
学的ネットワークのオブジェクト化された表現である。デジタルオブジェクトは、疾病の
ネットワーク内の欠陥及び健康における矯正をピンポイントするべく、内観的な分析を使
用することにより、病理生理学の広範なポートレートを提供する。
【００３２】
　一実施形態において、本発明の方法及びシステムは、複雑な生理学的及び臨床的入力を
患者レベルにおいて結果にリンクする分類を開発及び学習するべく、機械学習を使用する
。次いで、これは、個人の特定の特性に基づいて最適な療法を予測するべく、前向きに使
用されている。従って、この技法は、療法をパーソナライズするべく定量的に使用されう
るデジタルフェノタイプから構成された疾病用の新規の患者固有のタクソノミーを生成す
る。
【００３３】
　本発明の方式の用途は、データ入力の豊富さに伴って広がる。時間不変性及び時間変化
性のデータストリームは、正常な変動又は疾病状態を表しうる重要な入力である。特に、
機械学習及び深層ニューラルネットワークは、本発明の望ましい特徴である、ネットワー
クのサイズが大きい際に、且つ、本発明のおけるデジタルタクソノミーの生成と一体的で
ある、データリポジトリが大きい際に、最も有用である、と考えられる。
【００３４】
　データストリームは、複数であり、これらは、正常範囲、ノモグラム、及び臨床研究が
、しばしば、個人、エスニックグループ、母集団、或いは、治療されている個人内の疾病
を反映しえないあまり明確に定義されてはいない疾病状態において実行されている、とい
う従来技術における制限に対処するべく、設計されている。複数のデータストリームは、
管理及び療法のパーソナライズを支援するように設計されている。これは、疾病用の家族
性傾向（メンデル又は非メンデル）、識別可能な遺伝性座、体重の変動、或いは、たばこ
又はアルコールなどの毒素に対する感受性を含みうる。その他のフェノタイプは、臨床的
に識別可能でありうるが、バイオマーカーによって追跡されえず、或いは、人種又は民族
的感受性などの緩い統計的な定義を有することもできる。
【００３５】
　信号は、センサとの物理的接触を伴うことなしに検知することができる。例は、心磁図
（ＭＣＧ：ｍａｇｎｅｔｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）からの放出電磁界から、或いは、心臓
モーションの赤外線シグネチャから心臓拍動を検知することを含む。
【００３６】
　また、信号は、センサとの物理的接触を介して検知することもできる。例は、呼吸又は
心臓拍動からの胸壁運動、特定のタイプの呼吸（例えば、大きな閉塞性呼吸音）又は心臓
音（例えば、所謂、医療文献における「スリル」）からの胸壁振動のモーション検知を含
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む。電磁センサは、筋電図（ＥＭＧ：ｅｌｅｃｔｒｏｍｙｏｇｒａｍ）、脳波図（ＥＥＧ
：ｅｌｅｃｔｒｏｅｎｃｅｐｈａｌｏｇｒａｍ）、心電図（ＥＣＧ：ｅｌｅｃｔｒｏｃａ
ｒｄｉｏｇｒａｍ）、又はその他のエミッタに関係する電磁信号を検知することができる
。呼吸センサは、胸壁、腹部、又は換気と関連するその他の身体部分の運動、或いは、呼
吸と関連する音響データ（音）、或いは、呼吸と関連する酸素化を検出することができる
。化学センサは、酸素化及び脱酸素、代謝性アシドーシス、ストレス、又は生化学技術分
野における熟練者が精通するその他の状態などの、生体化学を反映する、皮膚又はその他
のメンブレン上の化学信号を検出することができる。また、センサは、指紋又はその他の
身体部分からの接触を必要とするカメラ又はレンズを使用して画像を検出することが可能
であり、又は、特定の筋肉からの運動を検知することが可能であり、或いは、虹彩拡大又
はコンタクトレンズ内のフォトセンサからの発振を検知することができる。位置センサは
、身体部分の位置及び時間に伴う変化（歩行を含む）、或いは、一時点における又は時間
に伴う特定の身体部分の位置（例えば、顔面垂下、顔面チック、又はその他の特異体質運
動）の接触検知を識別しうる。
【００３７】
　あまり一般的に使用されていないセンサは、炎症を検出するべく使用されているものを
含む。従来技術において、炎症の見出しの重要性は、しばしば、一時点において又は時間
に伴って、任意の所与の人物において、且つ、人々の間において、明らかではない。「イ
ンフラモソーム」は、いまだ一般的には実行されてはおらず、昼間変動を評価することが
できず、身体全体の炎症状態に対する明らかではない関係を有する場合があり、且つ、個
人の間において明らかではない相違点を有する場合があり、即ち、「ノモグラム」、或い
は、正常又は異常な状態、を確立するための方法が明らかではないが、細胞又は組織レベ
ルにおける様々な病理生理学的傷害からの炎症の影響を計測することができる。これは、
パーソナライズされたデジタルフェノタイプに良好に適した疾病追跡及び治療用の別のエ
リアである。
【００３８】
　本発明において、炎症のパーソナライズされた状態は、主に炎症を起こした臓器系内の
、或いは、血液、尿、又は脳脊髄流体などの身体流体内の、炎症細胞の存在によって検出
することができる。また、炎症の副産物は、インターロイキン６、神経成長因子、マトリ
ックスメタロプロテアーゼなどのバイオマーカー及びサイトカインの上昇した濃度により
、検出することもできる。その一方で、炎症の文脈においては、様々な生理学的マーカー
（所謂、「急性期反応物質」）が異常である。炎症は、上昇した白血球カウントに加えて
、赤血球カウントにおける、ヘモグロビン濃度における、且つ、Ｃ－反応性タンパク質、
赤血球沈降速度又は白血球カウントなどの、無数の急性期反応物質における異常性をもた
らす。心臓内において、心臓細胞破壊のマーカーである血清トロポニンは、そのレベルが
炎症に伴って低下する急性期反応物質（「逆急性期反応物質）」）であることが周知であ
る。
【００３９】
　心房細動などの心拍リズム障害の好適な一実施形態の場合に、（移植のために使用され
る）免疫抑制療法、ステロイド又は非ステロイド剤、又は細胞療法は有効でありうる。こ
の実施形態用の理論的根拠は、免疫抑制剤を受け取る心臓移植後の患者がＡＦをめったに
発症しない、という点にある。この利益は手術の傷による肺静脈の隔離に帰されるが、そ
の他の母集団の場合に、肺静脈の隔離は、最良でも、５０～７０％のＡＦからの自由しか
提供していない。本発明の概念を支援するべく、炎症は、孤立性ＡＦ、並びに、肥満、心
膜脂肪、又は反応性酸素種からの酸化ストレスに関係するＡＦにおけるＡＦの原因として
見なされている。但し、ＡＦを含む複合的なリズム障害用の免疫抑制の使用は、過去にお
いて、めったに実装されていない。本発明の方式を使用することにより、デジタルタクソ
ノミー及びＰＤＰは、免疫抑制を含む抗炎症療法が有用でありうる、炎症性不整脈を有す
る可能性の高い個人を識別することになる。
【００４０】
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　本発明のシステムは、新規のセンサを使用することにより、身体系からデータ信号を検
知することができる。検知されたデータストリームは、デジタルネットワーク表現を生成
するべくその他のデータ要素と組み合わせられてもよく、その個人内のその他の系により
検知又は検出されてもよい。計測可能な身体系からの検知信号は、中枢及び末梢神経系、
心血管系、呼吸器系、骨格筋肉及び皮膚、並びに、任意のその他の身体系を含みうる。そ
の他の入力データ要素は、撮像、核、遺伝性、研究室、又はその他のソースから到来して
もよく、且つ、ストリームとして検知されてもよく（即ち、システムに送信されてもよく
）、或いは、特定の時点における値として入力されてもよい。
【００４１】
　本発明の一態様において、患者内の疾病は、時間に伴って患者の組織内において生成さ
れる生物学的信号を検出するように構成された少なくとも１つのセンサによって生成され
る少なくとも１つのデータを収集し、患者の、人口統計、臨床、研究室、病理学、化学、
画像、履歴、遺伝性、及び活動データうちの１つ又は複数を有する患者データ要素を取得
し、パーソナライズされたデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）を生成するべく、パーティシ
ョン化アルゴリズムを実行するように構成された処理モジュールにより、少なくとも１つ
のデータストリーム及び取得された患者データ要素を処理し、患者を１つ又は複数の定量
的疾病分類に分類するべく、ＰＤＰを以前のデータから構築されたデジタルタクソノミー
と比較し、且つ、１つ又は複数の定量的疾病分類に基づいて患者用の治療をパーソナライ
ズすることにより、識別及び治療されている。いくつかの実施形態においては、少なくと
も１つのセンサは、患者の身体との物理的接触状態にあり、且つ、データストリームは、
有線又は無線通信のうちの１つにより送信される。センサは、電極、光学センサ、圧電セ
ンサ、音響センサ、電気抵抗値センサ、熱センサ、加速度計、圧力センサ、フローセンサ
、及び電気化学センサのうちの１つ又は複数であってよい。生物学的信号は、電気心臓信
号、機械心臓信号、心拍数、心臓音、呼吸音、呼吸数、呼吸容積、神経活動、及び免疫学
的信号、のうちの１つ又は複数を含みうる。患者データ要素は、電気信号、血行動態デー
タ、撮像からの心臓構造、心臓又は肺伝導と関連する臨床因子、神経信号、遺伝性プロフ
ァイル、代謝状態のバイオマーカー、及び患者運動のうちの１つ又は複数のインデックス
を含みうる。
【００４２】
　本発明の方法は、処理の前に、タイムスタンプを少なくとも１つのデータストリーム及
び患者データ要素のそれぞれに適用するステップを更に含むことができる。パーティショ
ン化アルゴリズムは、教師付き機械学習、ニューラルネットワーク、相関分析、ロジステ
ィック回帰分析、決定木、時間ドメイン分析、周波数ドメイン分析、三角法変換、対数変
換、クラスタ分析、及び教師なし機械学習、のうちの１つ又は複数であってよい。デジタ
ルタクソノミーは、患者の以前のデータを含みうる。１つ又は複数の定量的疾病分類は、
前記個人内の、回転又は局所アクティベーションパターン、間欠的回転又は局所アクティ
ベーションパターン、不完全なアクティベーションパターン、並びに、特定の心臓構造の
サイト又は特定の解剖学的サイトのうちの１つ又は複数であってよい。患者の組織は、心
臓、心臓の領域に供給する神経、神経を制御する脳の領域、心臓の領域に供給する血管、
及び心臓に隣接する組織であってよい。いくつかの実施形態にいて、疾病は、心房細動、
心室細動、心房性頻脈、心房性粗動、多形性若しくは単形性心室頻脈、心室性粗動、又は
心臓内のその他の電気異常のうちの１つ又は複数を有する心拍リズム障害であってよい。
このような実施形態において、方法は、処理の前に、少なくとも１つのデータストリーム
を使用することによりマップを生成するステップを更に含んでいてもよく、マップは心臓
内の場所におけるアクティベーションを表す画像であり、且つ、処理ステップは相対的に
高いアクティベーションの場所を識別するステップを含む。その他の実施形態において、
データストリームは偽のディフレクションを含む臨床エレクトログラムであり、且つ、処
理ステップは、異なる心拍リズムと関連する１つ又は複数の基準信号についてトレーニン
グされた機械学習アルゴリズムを使用することにより、再構築されたエレクトログラムを
生成するステップを更に含む。
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【００４３】
　いくつかの実施形態において、パーソナライズされた介入は、接触装置を介したエネル
ギー配給、非接触装置によるエネルギー配給によるアブレーション、電気療法、熱療法、
機械療法、薬剤療法の配給、免疫抑制の配給、幹細胞療法の配給、及び遺伝子療法の配給
、のうちの１つ又は複数により、患者の組織の少なくとも一部分を変更するステップを含
みうる。方法は、ＰＤＰ用の更新されたパーソナル履歴データ、分類された１つ又は複数
の定量的疾病分類、パーソナライズされた介入、及び介入結果を生成するステップを更に
含みうる。
【００４４】
　本発明の別の態様において、患者内の疾病を識別及び治療するシステムは、経時的に患
者の組織内において生成される生物学的信号を検出するように、且つ、少なくとも１つの
データストリームを生成するように、構成された少なくとも１つのセンサと、少なくとも
１つのデータストリームを収集するように；患者の、人口統計、臨床、研究室、病理学、
化学、画像、履歴、遺伝性、及び活動データのうちの１つ又は複数を有する患者データ要
素を収集するように；パーソナライズされたデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）を生成する
べく、パーティション化アルゴリズムを実行するように構成された処理モジュール内にお
いて少なくとも１つのデータストリーム及び患者データ要素を処理するように；患者を１
つ又は複数の定量的疾病分類内に分類するべく、ＰＤＰを保存されている以前のデータを
有するデジタルタクソノミーと比較するように、及び、分類された１つ又は複数の定量的
疾病分類に基づいて、患者を治療するべくパーソナライズされた介入を判定するように、
構成された演算装置と、を含む。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのセンサは患者の身体との物理的接触状
態にあり、且つ、データストリームは有線又は無線通信のうちの１つにより送信されてい
る。センサは、電極、光学センサ、圧電センサ、音響センサ、電気抵抗値センサ、熱セン
サ、加速度計、圧力センサ、フローセンサ、及び電気化学センサのうちの１つ又は複数で
あってよい。生物学的信号は、電気心臓信号、機械心臓信号、心拍数、心臓音、呼吸音、
呼吸数、呼吸容積、神経活動、及び免疫学的信号のうちの１つ又は複数を含みうる。患者
データ要素は、電気信号、血行動態、撮像からの心臓構造、心臓又は肺伝導と関連する臨
床因子、神経信号、遺伝性プロファイル、代謝状態のバイオマーカー、及び患者運動のう
ちの１つ又は複数を含みうる。
【００４６】
　本発明のシステムは、処理の前に、タイムスタンプを少なくとも１つのデータストリー
ム及び患者データ要素のそれぞれに適用する演算装置を更に含む。パーティション化アル
ゴリズムは、教師付き機械学習、ニューラルネットワーク、相関分析、ロジスティック回
帰分析、決定木、時間ドメイン分析、周波数ドメイン分析、三角法変換、対数変換、クラ
スタ分析、及び教師なし機械学習のうちの１つ又は複数であってよい。デジタルタクソノ
ミーは、患者の以前のデータを含みうる。１つ又は複数の定量的疾病分類は、前記患者内
の、回転又は局所アクティベーションパターン、間欠的回転又は局所アクティベーション
パターン、不完全なアクティベーションパターン、及び、特定の心臓構造のサイト又は特
定の解剖学的サイトのうちの１つ又は複数であってよい。患者の組織は、心臓、心臓の領
域に供給する神経、神経を制御する脳の領域、心臓の領域に供給する血管、心臓に隣接す
る組織であってよい。いくつかの実施形態において、疾病は、心房細動、心室細動、心房
性頻脈、心房性粗動、多形性又は単形性心室頻脈、心室性粗動、又は心臓内のその他の電
気異常のうちの１つ又は複数を有する心拍リズム障害であってよい。このような実施形態
において、方法は、処理の前に、少なくとも１つのデータストリームを使用することによ
りマップを生成するステップを更に含んでいてもよく、マップは心臓内の場所におけるア
クティベーションを表す画像であり、且つ、処理ステップは相対的に大きなアクティベー
ションの場所を識別するステップを含む。その他の実施形態において、データストリーム
は偽のディフレクションを含む臨床エレクトログラムであり、且つ、処理ステップは、異
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なる心拍リズムと関連する１つ又は複数の基準信号についてトレーニングされた機械学習
アルゴリズムを使用することにより、再築されたエレクトログラムを生成するステップを
更に含む。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、パーソナライズされた介入は、接触装置を介したエネル
ギー配給、非接触装置を介したエネルギー配給によるアブレーション、電気療法、熱療法
、機械療法、薬剤療法の配給、免疫抑制の配給、幹細胞療法の配給、及び遺伝子療法の配
給のうちの１つ又は複数により、患者の組織の少なくとも一部分を変更するステップを含
みうる。演算装置は、ＰＤＰ、分類された１つ又は複数の定量的疾病分類、パーソナライ
ズされた介入、及び介入結果を有する更新されたパーソナル履歴データを生成するように
更に構成することができる。
【００４８】
　本発明の方式の大きな一利点は、デジタルタクソノミーがクラウドソーシングを介して
生成及び更新されることを可能にするべく、現時点の患者に類似の又は非類似のプロファ
イルを伴って、その他の個人からのストリームを分析するその能力である。
【００４９】
　一態様において、本発明のシステムは、プロセッサと、プロセッサによって実行された
際に、人間の身体と関連する１つ又は複数のセンサにおいて１つ又は複数の身体的機能と
関連する身体信号を検出するステップ、１つ又は複数の検知されたシグネチャを生成すべ
く身体信号を処理するステップ、エフェクタ応答を判定するべくデジタルオブジェクトを
使用してシグネチャを処理するステップ、身体タスクを制御するべく１つ又は複数のエフ
ェクタ応答を配給するステップ、及び前記応答を監視するステップを含む動作を実行する
命令を保存したメモリと、を含む。
【００５０】
　好適な一実施形態は、心拍リズム障害に関係する。電気信号を使用することにより、本
発明のシステムは、従来技術を拡張した療法用の正確なターゲットを提供するべく、前記
個人に関する統計的な計測及び推定されたデータによってパーソナライズされたリズム異
常の原因を識別することができる。電気信号を解剖学的、臨床的、又はその他のデータと
組み合わせることより、ネットワークは、心臓－生理学的ネットワーク内の欠陥を識別し
、これにより、パーソナライズされた療法が個人内の心拍リズム障害を治療することを可
能にする。この実施形態においては、侵襲的又は非侵襲的療法をガイドするべく、心拍リ
ズム障害の開始を予測することが可能であり、且つ、開始されたら、それらのソースを識
別することができる。
【００５１】
　要すれば、本発明は、個別化されたデジタルフェノタイプを生成するべく、複数の検知
及び入力されたデータを使用しており、これらのフェノタイプは、既知の結果を有する者
を含む、類似の又は非類似の個人からのデジタルタクソノミーと比較され、且つ、健康を
維持するためのパーソナライズされたデジタル医療方式として、或いは、疾病を矯正する
ための療法として、適用されている。限定を意図していない好適な実施形態は、心拍リズ
ム障害における、冠状動脈疾病における、並びに、心不全における、心臓用途を含む。
【００５２】
　いくつかの実施形態は、限定ではなく例として、以下の添付図面の図において示されて
いる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、デジタルタクソノミー及びフェノタイプ固有の療法用の本発明の一実施
形態の概要を有するブロック図である。
【図２】図２は、心臓又は関係する臓器からストリーミングされたデータを多くの臨床ソ
ースからの入力データと統合する、心臓アプリケーションを有する、本発明のシステムの
一実施形態の図である。
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【図３Ａ】図３Ａは、パーソナルデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）の分析処理用の信号を
検知する例示用の装置の回路図を提供する。
【図３Ｂ】図３Ｂは、パーソナルデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）の分析処理用の信号を
検知する例示用の装置の回路図を提供する。
【図４】図４は、パーソナルデジタルフェノタイプ及びデジタルタクソノミーを使用する
例示用のワークフローの図である。
【図５】図５は、パーソナルデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）を生成する例示用のプロセ
スを示すフロー図である。
【図６】図６は、パーソナルフェノタイプ及びデジタルタクソノミーが、健康、疾病を定
義するべく、或いは、継続する観察を正当化するべく、使用されうる方式を示すフロー図
である。
【図７】図７は、パーソナルデジタルフェノタイプの特定の乱れた要素を識別するプロセ
スフローを要約する。
【図８】図８は、心房細動用のＰＤＰに基づいた例示用の治療シーケンスを示す。
【図９】図９は、（Ａ）ソース／ドライバから離れた細動伝導、（Ｂ）ソース／ドライバ
を混乱させない解体された活動、（Ｃ）構造的異常性に基づいた不整脈、を含む複合的な
不整脈の例示用のフェノタイプを示す。
【図１０Ａ】図１０Ａは、不整脈のソースの空間的位置特定を制約又は混乱させるステッ
プ、或いは、不整脈用のソースを終了させるステップ、を含む、不整脈のパーソナルデジ
タルフェノタイプに基づいて設計された介入を示す。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、不整脈のソースの空間的位置特定を制約又は混乱させるステッ
プ、或いは、不整脈用のソースを終了させるステップ、を含む、不整脈のパーソナルデジ
タルフェノタイプに基づいて設計された介入を示す。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、不整脈のソースの空間的位置特定を制約又は混乱させるステッ
プ、或いは、不整脈用のソースを終了させるステップ、を含む、不整脈のパーソナルデジ
タルフェノタイプに基づいて設計された介入を示す。
【図１１】図１１は、入力データとしてエレクトログラム（電圧－時間信号）を有する不
整脈の分析及び治療用の本発明の方法の一実施形態のプロセスフローを示す。
【図１２】図１２Ａは、入力データとして任意のマッピング方法からの回転アクティベー
ションのマップを有する、不整脈の分析及び治療用の本発明の方法の一実施形態のプロセ
スフローを示す。図１２Ｂ～図１２Ｅは、所与の患者の不整脈用のマップを導出するべく
図１２Ａの本発明の方式を使用するステップの詳細を示しており、図１２Ｂは、ディフレ
クションを識別するステップにおける課題の例を提供し、図１２Ｃは、本発明の方法の一
実施形態による再構築を示し、図１２Ｄは、異なる臨床信号に対する本発明の方式の適用
を図式的に示し、及び、図１２Ｅは、信号を再構築するための本発明の方式の適用を示す
。
【図１３】図１３Ａは、ＣＮＮを使用する機械学習方式の例示用の設計を示し、図１３Ｂ
は、パーソナルデジタルフェノタイプ用の教師付き機械学習方式用の例示用のプロセスフ
ローを示す。
【図１４】図１４Ａ～図１４Ｄは、心拍リズム障害用の本発明のシステムの一実施形態に
おいて生成される例示用の出力情報を提供しており、図１４Ａは、回転及び非回転領域に
セグメント化されたＡＦマップ及びＡＦの不整脈マップの試験セットにおけるニューラル
ネット精度のプロットを示し、図１４Ｂは、ＡＦマップ用の機械学習の解釈の例示用の実
施形態を示し、図１４Ｃは、心拍リズム障害の原因を特定するための解釈可能性分析の精
度を示し、及び、図１４Ｄは、ユーザーインターフェイス／モバイル装置における可能な
表示内容を示す。
【図１５】図１５は、本発明を実装するための一般的なコンピュータシステムの例示用の
実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
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　本開示の目的のために以下の定義が適用される。
【００５５】
　「連合学習」は、入力データを計測可能な生理学又は臨床結果とリンクするプロセスを
意味する。連合学習は、反復的であってもよく、これにより、関連付けが、入力と計測さ
れた出力（生理学的又は臨床エンドポイント）との間の変化のパターンに基づいて、変更
（「学習」）されることを可能にする。
【００５６】
　「生物学的信号」は、身体によって生成される信号を意味しており、且つ、１つ又は複
数の身体系を反映しうる。例えば、心拍数は、心臓機能、自律神経系の緊張、及びその他
の因子を反映する。また、非生物学的信号も、参照されたい。
【００５７】
　「バイオメトリック信号」は、人間の特性のメトリックを提供する信号を意味する。バ
イオメトリック識別子は、生理学的なものであってもよく、或いは、振る舞い的なもので
あってもよい。生理学的バイオメトリックは、限定を伴うことなしに、個人の、ＤＮＡ、
指紋又は掌紋、口腔スワブ、組織又は尿サンプル、網膜画像、顔面認識、手又は足の形状
、虹彩の認識、或いは、匂い／香りを含む。また、これは、バイタルサイン、ＥＣＧ、Ｅ
ＥＧ、ＥＭＧなどのような、信号にも適用されうる。振る舞い的バイオメトリックは、歩
行の歩調又はタイピングリズムなどのパターンを含む。本発明の実施形態は、時間に伴う
組み合わせられた生理学的且つ振る舞い的バイオメトリックの動的なパターンを使用して
おり、これらは、個人内の変化に適合しており、且つ、従って、人物のシグネチャの以前
の「バージョン」からの偽造に対して安定する。
【００５８】
　「身体」は、単細胞の生物、多細胞の生物、ウイルス、及びプリオンの物理的構造を意
味する。生物は、（限定を伴うことなしに、人間及びその他の哺乳動物などの）動物、植
物、バクテリア、などを含む。
【００５９】
　「消費者装置」は、医療処方を伴うことなしに消費者が直接的に利用可能である装置を
意味する。過去においては、このような装置は、通常、米国食品医薬品局又はその他の国
の類似の規制当局などの、医療規制当局又は組織によって規制されてはいなかったが、最
近では、いくつかの装置がＦＤＡの承認を受けている。消費者装置は、ハードウェア、ソ
フトウェア、又はこれらの組合せを含みうる。これは、通常、医療装置ではなく、医療装
置は、人間又はその他の動物内の、疾病又はその他の状態の診断、或いは、疾病の治癒、
軽減、治療、又は防止において、使用されるべく意図された、コンポーネント部分又はア
クセサリを含む、インスツルメント、装置、実装、機械、工夫、埋植物、体内試薬、或い
は、その他の類似の又は関係する物品として定義されている。医療装置の定義は、医療決
定サポートソフトウェアを除外する。
【００６０】
　「エフェクタ」は、身体タスクを実行する手段であり、且つ、物理的アプライアンス、
人工補綴物、機械的又は電気的装置を含みうる。物理的アプライアンスは、睡眠の際に呼
吸を改善するべく四肢を運動させる又はダイアフラムを運動させるための装置、睡眠の際
に気道を開放した状態において維持するためのスプリント、睡眠の際に呼吸を改善するた
めの横隔神経の電気刺激などの、身体機能を刺激するための１つ又は複数の信号、或いは
、サイバネティック四肢、或いは、末梢又は中枢神経系用の埋め込まれた回路、などの人
工補綴物などのように、身体機能を改善することができる。
【００６１】
　「データストリーム」又は「データのストリーム」は、検知されている生物学的プロセ
スに関するリアルタイム又はほぼリアルタイムの情報を提供しうる、１つ又は複数のセン
サによって検知された生物学的データを意味する。心臓内のセンサは、心電図（ＥＣＧ）
、心拍数、脈動波形、並びに、従って、心臓血行動態を有するストリームを提供しうる。
その他のデータストリームは、心臓音、心雑音の分析、及び心臓に関係する血行動態の高
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度な分析を含む、心臓音を含みうる。肺機能は、胸運動、聴診音、及び呼吸と関連する神
経発火として検知することができる。胃腸疾病は、音（腹鳴）、腹壁上の運動、及び内臓
の滑らかな筋肉活動に関係する電気信号として、検知することができる。中枢及び末梢神
経系活動は、頭皮上の（エレクトロエンセファログラム、ＥＥＧ）、頭皮から離れた、但
し、依然として、ＥＥＧを反映する、且つ、末梢神経発火からの、神経活動として検知す
ることができる。
【００６２】
　本明細書において使用されている「人口統計」は、限定を伴うことなしに、年齢、性別
、疾病の家族履歴、及び併存症の存在を含みうる、臨床的に関係するパーソナル情報を意
味する。
【００６３】
　「デジタルタクソノミー」は、定量的インデックスに基づいた疾病又は健康の異なる状
態のパーティションを意味する。従来の疾病分類は、「心房細動は、相対的に高齢の個人
、弁膜症又は心不全などの心臓併存症を有する者、メタボリックシンドロームを有する者
において、より一般的である」と述べうる。逆に、デジタルタクソノミーは、定量的なも
のになるように設計されており、これにより、定量化可能な一次的及び二次的データ要素
（即ち、データベクトル）の観点において特定の疾病における個人の健康状態について記
述する。疾病エンティティＤｎが特定の個人内に存在する尤度は、確率ｐ（Ｄｎ）により
近似される。

ここで、ｍは、利用可能なデータ入力タイプの数であり、ｎは、検討されている疾病であ
り、且つ、ｐ（Ｖｎ，ｉ）は、データベクトルＶｎ，ｉが、入力ｉにおいて疾病ｎに寄与
する確率であり、且つ、ｋｎは、疾病ｎ用の重み付け定数である。これらの要素は、デジ
タルタクソノミーにより、推定されており、デジタルタクソノミーは、特定のデータ入力
がその疾病に寄与する特定の確率を演算する。確率は、母集団データから取得することが
可能であり、この場合に、特定の人物は、この確率を推定するべく、その母集団からの最
も近接した個人に対してマッチングされている。また、確率は、健康の可能性が高い又は
裁定された時点において、且つ、理想的には、疾病の可能性が高い又は裁定された時点に
おいて、この特定の個人のみから取得することもできる。これらの計算は、従来の推定式
により、実行されうるが、機械学習により、形成することもできる。このようにして、デ
ジタルタクソノミーは、複数の関係するデータ入力における異常性の集合体からの疾病エ
ンティティの確率を確率論的に表す。従って、このプロセスは動的であり、その理由は、
特に、裁定された疾病状態が相応して更新される場合に、より多くのデータ入力が利用可
能となるのに伴って、且つ、データストリームが変化するのに伴って、任意の所与の疾病
用のタクソノミー式が変化することになるからである。従って、このデジタルタクソノミ
ーは、クラウドソーシングされたパラダイムとして、個人内のウェアラブル装置からの大
量のデータ又はいくつかの個人からの大量のデータを分析するのに非常に適する。
【００６４】
　「履歴データ」は保存されているデータを意味しており、これは、例えば、臓器の磁気
共鳴撮像（ＭＲＩ）、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、放射線、又はその他のスキャンな
どの、医療撮像からの報告、遺伝性な試験分析からのデータ（例えば、１つ又は複数のゲ
ノム変形の存在）、予め取得されたＥＣＧ報告、病理学、細胞学、及びその他の研究室報
告のみならず、年齢、性別、疾病の家族履歴、及び併存症の存在などの、臨床人口統計を
含みうる。履歴データは、例えば、精神病、ストレスの多い職業における雇用、妊娠の回
数（女性の場合）、喫煙、薬物又はアルコールの乱用などのようなハイリスクな振る舞い
の実行などのような、ＰＤＰの生成に関連しうる、更なるパーソナル履歴詳細を更に含み
うる。
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【００６５】
　「入力データ」又は「データ入力」は、システムの物理的コンポーネントに直接検知さ
れないデータ、但し、ＰＤＰ及びデジタルタクソノミーを生成するべく、検知されたデー
タとの関連において処理ユニットによって利用されるデータ、を意味する。データソース
からの入力データは、例えば、外部ＥＣＧ又はＥＥＧシステムなどの、その他のシステム
を使用して検出されたデータのストリーム、臨床、研究室、病理学、化学、又はその他の
データ、或いは、医療撮像装置からのデータ、を含んでいてもよく、このデータは処理ユ
ニットに送信されている。
【００６６】
　「機械学習」は、静的なプログラミング命令に従うのではなくモデルを構築することに
よりデータから学習することが可能であり、且つ、データに基づいて予測を実施すること
ができる、一連の分析方法及びアルゴリズムを意味する。機械学習は、しばしば、人工知
能の１つのブランチとして分類されており、且つ、新しいデータに曝露された際に変化し
うるコンピュータプログラムの開発に焦点を合わせている。本発明において、機械学習は
、検知されたシグネチャをそれぞれの個人内の身体タスクとリンクするデジタルネットワ
ークを生成するべく使用されうる、即ち、パーソナライズされた解決策が健康を維持し、
且つ、疾病を診断するための１つのツールである。機械学習技法は、教師付き学習、転位
学習、教師なし学習、又は強化学習を含む。いくつかのその他の分類が存在しうるが、大
部分は以下の概念を実施しうる。
【００６７】
　「教師なし機械学習」は、潜在的には、臨床データ（心房細動の診断）などの、データ
の間の内部リンク、家族履歴、物理的検査からのデータ（不規則に不規則な脈動）、セン
サからのデータ、電気データ（ＥＣＧ上の不規則な心房信号）、構造的撮像データ（肥大
した左心房）、バイオマーカー、遺伝性及び組織データの間におけるリンクを識別するべ
く使用されうる、クラスタ分析などの方法を含む。
【００６８】
　「教師付き機械学習」は、明示的に入力をモデル化することなしに、即ち、潜在的に不
正確な（「バイアスされた」）機構仮説を採用することなしに、一連の関係する又は関係
していないと思われる入力を１つ又は複数の出力クラスに分類しうる方法を含む。
【００６９】
　「強化学習」は、心理学に関係する機械学習の一形態であり、これは、ソフトウェアエ
ージェントが、累積報酬を極大化するべく特定の環境においてアクションを実行する方式
に焦点を合わせている。強化学習は、しばしば、ゲーム理論、オペレーションリサーチ、
群知能、及び遺伝的アルゴリズムにおいて使用されており、且つ、近似ダイナミックプロ
グラミングなどの、その他の名称を有する。機械学習における１つの実装形態は、マルコ
フ決定プロセス（ＭＤＰ：Ｍａｒｋｏｖ　Ｄｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ）としての
定式化を介したものである。強化学習は、マッチングされた入力及びラベル付与された出
力を必要としてはいない、並びに、（例えば、パーセプトロンにおける逆伝播アルゴリズ
ムなどを介して、次善の報酬を補正しうる教師付き学習とは異なって）次善の報酬を結果
的にもたらすアクションが明示的に補正されてはいない、という点において、教師付き機
械学習とは異なっている。
【００７０】
　「医療装置」は、人間又はその他の動物内の、疾病又はその他の状態の診断において、
或いは、疾病の治癒、軽減、治療、又は防止において、使用されるべく意図された、コン
ポーネント部分又はアクセサリを含む、インスツルメント、装置、実装、機械、工夫、埋
植物、生体内試薬、又はその他の類似の又は関係する物品を意味する。医療装置の定義は
、医療決定サポートソフトウェアを除外する。
【００７１】
　「ニューラルネットワーク」は、パターンを認識するべく使用されうる人間脳に緩やか
に則ってモデル化された、相互接続されたノードの自己学習ネットワークを意味する。人
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工ニューラルネットワークは、経験則、決定論的規則、及び詳細なデータベースと組み合
わせることができる。
【００７２】
　「パーソナルデジタルフェノタイプ」（「ＰＤＰ」）は、個人内の疾病エンティティ又
は健康の側面を表す、複数のデータ入力及びストリームのデジタル的な組合せを意味する
。データ要素は、特定の年齢、性別、及び疾病率のその個人の疾病又は健康に対する寄与
のその尤度をよって重み付けされた、個人の健康状態を直接又は間接的に表すことができ
る。デジタル的な組合せ及び重み付けは、健康及び疾病に対する影響の算出された且つ文
書化された確率により、異なる要素を機能グループにパラメータ化するアルゴリズム分析
により、実行されている。組合せは、機械学習の決定論的なアルゴリズム及び形態を有し
うる。例えば、心拍リズムフェノタイプは、主には、心拍数及び（表面ＥＣＧ及び心臓内
の）エレクトログラフィック信号を考慮することになる。相対的に大きな数学的重み付け
が、これらのデータ要素に付与されることになる。その他の（間接的な）臓器系からのデ
ータストリームは、心拍数に伴う呼吸数の変化（即ち、肺センサ）、心拍数に伴う神経発
火（即ち、神経機能）の変化を含みうる。その他の重要なデータ要素は、異常な心臓駆出
率、心臓の構造的異常性の場所及び存在を含む。また、年齢、性別、及び家族履歴を含む
、履歴データは、デジタルパーソナルフェノタイプの全体に影響を及ぼしうる。
【００７３】
　「指標個人」は、パーソナルデジタルフェノタイプが生成されうる、研究又は評価の患
者又はターゲットを意味する。
【００７４】
　本明細書において使用されている「母集団データ」は、本発明の方式の精度の主要な決
定因である。基準母集団が指標個人と非常に異なる場合には、デジタルタクソノミーはこ
のフェノタイプの個人を含んでいない場合があり、且つ、その個人を表す場合もあり、或
いは、そうではない場合もある。このケースにおいては、母集団データ及びデジタルタク
ソノミーは、主には、個人内の以前の裁定されたデータ、即ち、個人が良好であった際及
び個人が良好ではなかった際のデータポイントから導出されている。基準母集団が、広範
であり、且つ、包含的であるが、この疾病に寄与するデータ要素について良好にフェノタ
イプ化されていないか、或いは、良好にラベル付与されていない場合には、この場合にも
、タクソノミーは、有用ではなくなる。従って、理想的なデータセットは、良好にラベル
付与されていない、且つ、良好に定義されていない母集団である、ユビキタスなセンサを
使用した「ラージスケール」又は「ビッグスケール」の集合体ではない。その代わりに、
理想的なデータセットは、デジタルタクソノミー内の異なるクラスをパーティション化す
るべくクラスタリングを介して自己組織化されうる、パラレルデータストリームを有する
。
【００７５】
　「センサ」は、個人の身体から生物学的信号を検出しうる装置を含む。センサは、身体
との直接的接触状態にあってもよく、或いは、リモート状態にあってもよい。個人のグル
ープに適用された際に、センサは、定義された母集団のすべて又は一部分を表しうる。セ
ンサは、ＥＣＧ、ＥＥＧ、ＥＭＧ、又は神経発火を表す電圧又は電流などの、電気情報を
検出することができる。「センサ」という用語は、特に、電気情報が検出される本発明の
特定の心臓用途について記述する際には、「電極」、「電極カテーテル」、又は「カテー
テル」との間において相互交換可能に使用されうる。また、電気センサは、交感神経系が
優勢である時点において発生しうる、人物が発汗した際に減少する皮膚に跨るコンダクタ
ンスなどの、生体インピーダンスを検出することもできる。また、センサは、電流フロー
を介してその他の化学的変化を検出することもできる。また、センサは、サーミスタ又は
その他の熱検出器などの、温度を検出する装置をも含む。センサは、拍動する心臓活動（
フォトプレチスモグラフィ）からの反射光の色の変化、周辺酸素化（例えば、チアノーゼ
、貧血、皮膚における血管拡張など）などの、光を検出することができる。センサは、マ
イクロフォンを介して音を検出しうる。センサは、圧電要素を介して、その他の振動又は
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運動を検出しうる。センサは、通常は、装置上において電気信号に変換されるホルモン、
薬剤、バクテリア、及びその他の要素用の専門的なセンサを使用することにより、化学物
質を直接的に検出することができる。本発明のシステムの例示用の実施形態において、複
数のセンサは、中央演算装置との通信状態において使用されていてもよく、或いは、生物
学的センサのＩｏＴ（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　ｔｈｉｎｇｓ）を形成するべく、ＢＬＵ
ＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、ＷｉＦｉ（商標）、又はその他のプロトコルを介してリンク
されたネットワークを形成していてもよい。
【００７６】
　「信号」は、検知又は取得されうる、電子、電磁、デジタル、又はその他の情報を含む
。検知された信号は、変換を伴うことなしに、その自然な形態から不変の状態において検
出される（即ち、記録される）。検知される信号は、通常、生物学的信号である。検知さ
れる信号は、人間により、検出されうるが（例えば、音、視覚、温度）、マイクロフォン
、オーディオレコーダ、カメラ、温度計などの機械によっても、検出されうる。取得され
る信号は、ＥＣＧ記録などの、変換された状態において検出される。このような信号は、
生物学的なものであってもよく、その理由は、心臓生体電気は、ＥＣＧを生成し、或いは
、例えば、音又は超音波エネルギーの適用の後に検知される振動、或いは、検知された電
気、音、又はその他の信号から変換された触覚信号などの、非生物学的信号をも生成する
からである。
【００７７】
　「スマートデータ」は、用途における正常又は異常な機能を識別するべく、且つ／又は
、これに基づいて機能するべく、使用されうる、ソースから取得された用途固有の情報を
意味する。従って、スマートデータは、「ビッグデータ」という用語とは異なっている。
「スマートデータ」は、個人に対して適合されており、且つ、健康及び敏捷性を維持する
ため、或いは、睡眠呼吸障害などの疾病を検出及び治療するため、などのように、特定の
タスク又は要素に対処するべく、適合されている。適合は、システムが対象のタスクに影
響を及ぼしうるものに関する知識に基づいている。このような知識は、心理学、工学、又
はその他の原理に基づいたものであってよい。逆に、「ビッグデータ」は、しばしば、個
別に適合されたリンクを伴うことなしに統計的パターン又は傾向を識別する、ということ
を目的として、極めて大きなデータセットに合焦されている。機械学習の用語法において
、スマートデータは既知の出力に対するデータセットの教師付き学習から結果的に得られ
うる一方で、ビッグデータは、特定のデータセットの重要性のなんらの知識をも必ずして
も意味することなしに、単にデータの量について言及する。
【００７８】
　その他の生物学的用語は、心不全、１回換気量、睡眠時無呼吸、肥満などのような、そ
の標準的な定義を踏襲する。
【００７９】
　以下の説明及び添付の図は、パーソナライズされた方式が、個人内の疾病を治療し、且
つ／又は、健康を維持する、ことを可能にするべく、デジタルタクソノミーと比較された
状態において、健康及び疾病のパーソナルデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）を生成する本
発明のシステム及び方法のアプリケーションの例を提供する。本明細書において記述され
ている例は、例示を目的としたものに過ぎない。当業者には明らかとなるように、本明細
書において開示されている本発明の原理を利用することにより、更なる変形及び組合せを
形成することができる。
【００８０】
　図１は、パーソナルデジタルフェノタイプを定義し、デジタルタクソノミーと比較し、
且つ、パーソナライズされた療法を設計するための、例示用のシステム内のフローを示す
。パーソナルＩ／Ｏデータストリーム１００は、外部装置（実線）又は内部（埋植された
）装置（破線）でありうる１つ又は複数のセンサ１０２において検知された信号を介して
、指標個人１０（患者）から、時変（動的）データを取得する。埋植された装置は、ＰＤ
Ｐを生成／維持することを目的として、明示的に挿入されてもよく、或いは、異なる目的
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のために埋植されてもよい。このような装置は、タイムスタンプを有するデータが入力ユ
ニット１１０に送信される状態において、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇ
ｓ）を使用して通信することができる。このようなデータは、接続された又は無線の手段
を介して送信されていてもよく、且つ、連続的な、ほぼ連続的な、リアルタイムの、ほぼ
リアルタイムの、或いは、なんらかのその他のフォーマットの時間取得信号であってもよ
い。
【００８１】
　正常からの逸脱は、予め規定された「許容範囲限度」を超えて、個人の独自のデータと
の比較において、且つ、異なる母集団との比較において、指標個人内において定量化する
ことができる。好適な一実施形態においては、これは、データストリーム１００を検知す
ることにより、或いは、反復された方式により、データを取得することにより、実現され
ている。データストリームは、新規の、消費者グレードの、又は医療グレードの、センサ
を使用することにより、取得することができる。データは、その人物内のその臓器系用の
裁定された「健康」の期間において、且つ、同様に、裁定された低減された健康／「疾病
」の期間において、いくつかのソースから入力されうる。蓄積されたデータは、デジタル
フェノタイプを検証するべく、将来の教師付き学習を支援する。個人の、且つ、それらの
間の、健康又は疾病の状態又はグレード（例えば、体操対休息）を変更するべく、異なる
状態を検出することができる。この方式は、「正常」及び「疾病」用の「母集団」の範囲
が、個人に適合させるための範囲をほとんど有することなしに、複数の患者に跨って適用
されている、現時点の医療実践とは異なっている。本発明のこの態様は、「パーソナライ
ズされた医療」又は「高精度医療」を可能にする。
【００８２】
　入力データ１０５は、人口統計、研究室、化学、及び画像データを含みうる。例えば、
人物用の重要なデータ入力は、誕生日（年齢）、性別、及び人種などの、「静的」な保存
されているデータを含みうる。また、入力データ１０５は、別個の装置からの患者運動（
例えば、トレッドミル、建物内のモーションセンサ）、別個の装置からの患者のＥＣＧ又
は心臓情報（例えば、病院テレメトリ、ＩＣＵベッドモニタ）、呼吸センサ、別個の装置
からの時間経過又は時系列データ（例えば、血糖値計からの血糖の定期的なカウント）、
又はその他のデータ入力、などの、ほぼリアルタイムデータを含みうる。また、入力デー
タ１０５は、有線又は無線接続を介して、タイムスタンプと共に、入力ユニット１１０に
送信されている。
【００８３】
　従来のクラウドに基づいた演算／ストレージ１１５は、任意選択により、１００又は１
０５において装置上において保存されているものに加えて、或いは、これに対するバック
アップとして、データを保存するように、且つ／又は、データの処理を実行するように、
使用することができる。クラウドに基づいた演算／ストレージ内において保存又は生成さ
れた未加工データ及び分析結果は、インターネット（図示されてはいない接続）を介して
接続された外部サーバーに別個に伝達することができる。例えば、独立した受領者は、患
者によって認可された研究施設、臨床試験管理者、又はその他の受領者を含みうる。
【００８４】
　母集団データベース１２０は、パーソナルデータ用の数学的基準を提供しており、且つ
、母集団保存データと、任意選択のデータストリームと、を含みうる。このデータベース
内のデータは、時変ストリームデータの形態を有しうるが、データベースからの蓄積及び
保存データを含むこともできる。
【００８５】
　処理ユニット１２５は、ステップ１３０において、パーソナルデジタルフェノタイプ（
ＰＤＰ）を生成するべく、且つ、ステップ１３５において、ＰＤＰを指標個人１０の以前
の裁定された時点からのデータのみならず、母集団データベース１２０からのデータをも
有するデジタルタクソノミーと比較するべく、決定論的な定式のみならず、ニューラルネ
ットワーク（或いは、その他の学習機械）及びその他の分散表現をも含む、アルゴリズム
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を実行するように、プログラミングされている。一実施形態において、入力データを処理
するべく、患者レベルにおいて複合的な生理学的且つ臨床入力を結果にリンクする分類を
生成及び学習するべく（即ち、ＰＤＰを生成するべく）、関連する母集団内の特性（健康
又は疾病のデジタルタクソノミー）を定量化するために、これらを比較するべく、且つ、
個人内の以前の観察、比較母集団内の以前の観察、或いは、数学的に推定された予測との
関係における個人の特定の特性に基づいて「最適な」又は「パーソナライズされた」療法
を前向きに設計するべく、機械学習が使用されている。
【００８６】
　ステップ１３５において実行された比較は、ステップ１４５において、患者の状態、即
ち、健康又は疾病、を識別及び／又は追跡するべく、使用されている。状態情報は、ステ
ップ１５０において、表示のために、例えば、スマートフォンａｐｐ、専用の装置、又は
既存の医療装置などの、ユニットに伝達されている。健康／疾病情報は、療法ユニット１
５５を介して、療法をガイドするべく、使用することができる。心拍リズム障害と共に使
用される実施形態における療法ユニット１５５は、パーソナライズされたデジタルフェノ
タイプを介して判定された不整脈の電気及び／又は構造ターゲットの範囲を定めている組
織に電気介入（ペーシング）又は破壊エネルギー（アブレーション）を配給するステップ
を有する。その他の療法ユニットは、抗炎症療法を配給する注入ポンプを使用して抗不整
脈薬を配給してもよく、その理由は、炎症が、細動などの心拍リズム異常性の、或いは、
遺伝子又は幹細胞療法の配給の近因でありうるからである。別の実施形態においては、不
整脈をトリガしうる延伸を改善するべく、機械的制約を配給するための療法を配給するこ
とができる。
【００８７】
　図２は、臨床、研究室、遺伝性、又はその他のデータを含む、センサ２００又は入力ス
トリーム２０５を使用することにより、特に心拍リズム用の、心臓内のパーソナルデジタ
ルフェノタイプを定義し、且つ、デジタルタクソノミーと比較し、且つ、パーソナライズ
された不整脈療法を配給するための例示用のシステムを示す。
【００８８】
　心臓２１０は、食道内の電極カテーテル２２５、右心房２３０内の電極２３０、隔膜又
は左心房内の電極２２０などの、電気又は電磁信号センサ、或いは、冠状静脈洞内の様々
な場所（電極２３５、２４０、２４５）への、左又は右心室にアクセスする前心房静脈（
電極２１５）への、或いは、直接的にこれらのチャンバのいずれかへの、大心臓静脈を介
したもの、を含む、多くの方法により、計測することができる。ＥＣＧ電極は、身体表面
２５０に適用することができる。また、電極は、その他の血管内において、或いは、心臓
２１０の近傍のその他の場所において、存在しうる。これらの電極は、心臓内の心臓アク
ティベーション情報を検出するように、且つ、検出された心臓アクティベーション情報を
、電極コントローラを介してプロセスコントローラ２８５に送信するように、構成されて
いる。データは、有線又は無線手段により、送信することができる。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、センサのうちの１つ又は複数は、患者の心臓の外部に位
置していてもよい。例えば、センサ２５０は、患者の表面を介して、心臓アクティベーシ
ョンを検出する（例えば、心電図－ＥＣＧ）。その他のセンサ（図示されてはいない）は
、患者との接触を伴うことなしに、心臓アクティベーションをリモート検出することがで
きる（例えば、心磁図）。また、別の例として、いくつかのセンサは、非電気検知装置の
心臓モーションから心臓アクティベーション情報を導出することもできる（例えば、心エ
コー図、血流のドップラー信号、赤血球によってタグ付けされたスキャン）。このような
センサは、一般に、患者の身体内に、心臓（又は、その他の臓器）内に、又はその近傍に
、挿入される、カテーテル及び電極、即ち、「内部センサ」、から弁別するべく、「外部
センサ」として分類されうる。様々な実施形態において、様々な外部センサは、別個に又
は異なる組合せにおいて使用されてもよく、且つ、更には、外部センサのこれらの別個の
又は異なる組合せは、１つ又は複数の内部センサとの組合せにおいて使用することもでき
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る。
【００９０】
　身体の異常な炎症又は免疫学的状態を検出するべく、更なるセンサを提供し、これによ
り、このような状態の変調が生物学的リズムを維持、改善、又は矯正することを可能にす
ることができる。心臓用途用の一実施形態において、センサは、異常な免疫学的状態を検
出するべく、且つ、心房細動又は心室細動の複合的な心拍リズム異常を防止又は治療する
ためにこれを変調するべく、提供されている。
【００９１】
　本発明のステップは、限定を伴うことなしに、「免疫学的状態」の直接的且つ間接的尺
度を検知するステップと、これらのメトリックを反復的に検知するステップと、個人内の
メトリックを、母集団に基づいたメトリックではなく、その個人内の正常な且つ異常な値
と比較するステップと、正常な免疫学的均衡を維持するべく、或いは、損なわれた均衡を
矯正するべく、介入及び療法を制御するステップと、含みうる。この文脈において、メト
リックの「検知」は、検出装置から未加工の信号及びデータを収集する、という従来の解
釈を超越しており、且つ、例えば、臨床、研究室、化学などのような、その他の試験手順
から生成されたデータと、試験データをプロセスコントローラ２８５に入力するステップ
と、を含みうる。図２に示されているように、情報は、検出された信号を有線又は無線送
信を通じてプロセスコントローラ２８５に伝達するためのトランスミッタとの組合せにお
いて、例えば、ＥＣＧ又は生体インピーダンスセンサなどの電気信号を検知する装置２０
０によって生成することができる。また、臨床システム、病院データベース、病院装置、
又は研究室機器から得られたストリーミング又は入力データのその他のソース２０５を有
線又は無線送信を通じてプロセスコントローラ２８５に提供することもできる。
【００９２】
　炎症／免疫学的均衡の直接的な尺度は、限定を伴うことなしに、炎症細胞のカウント又
は身体流体内又は影響を受けた臓器内のサイトカインの濃度を含む。炎症／免疫学的均衡
の間接的な尺度は、体温、身体流体組成、心拍リズム、神経発火レート、及び脳造影図の
静的且つ中間尺度における様々な臓器システムの異常性に対する炎症の変幻自在な影響を
表す。
【００９３】
　指標個人の心臓内のセンサ場所において位置決めされたセンサ２１５～２４５は、その
個々の場所において心臓アクティベーション情報を更に検出することが可能であり、且つ
、センサ場所における心臓をアブレートするべくエネルギーを更に配給することができる
。また、センサ２１５～２４５は、心臓のオーバーラップした領域（例えば、右心房及び
左心房２２０）から心臓アクティベーション情報を検出することもできることに留意され
たい。
【００９４】
　プロセスコントローラ２８５は、身体の異なる部分／神経を刺激するように構成された
出力要素とインターフェイスするべく、或いは、外部機械内の機械的アクションを生成す
るべく、デジタル信号プロセッサを含みうる。このような要素は、隔離状態における集積
回路、或いは、ネットワーク化（例えば、クラウド演算）された、生物学的演算、集積さ
れた生物学的／人工装置（サイバネティック）を有する、或いは、特定の対象であるタス
クを実行するべく未使用の生物学的能力を利用する、従来の演算機械を含みうるであろう
。療法装置は、直接的な電気出力、圧電装置、視覚／赤外線、又はその他の刺激システム
、神経刺激電極、或いは、場合によっては、問い合わせされうる大きなデータベース内の
仮想世界インターフェイス又は要素内のアバターなどの仮想化されたデータ、のみならず
、当業者には明らかであるその他のエフェクタ要素を含みうる。
【００９５】
　プロセスコントローラ２８５は、様々な入力ソース（センサ２００、入力データソース
２０５、センサ２１５～２４５）によって生成された心臓アクティベーション情報を電気
、機械、又はその他の機能の心臓信号として処理（例えば、明確化及び増幅）するように



(27) JP 2021-521964 A 2021.8.30

10

20

30

40

50

、且つ、処理済みの信号を本明細書において開示されている方法による分析のためにプロ
セスコントローラ２８５に提供するように、構成されている。図１を簡単に参照すれば、
入力ユニット１１０及び処理ユニット１２５に対応する機能は、プロセスコントローラ２
８５内において実行される演算動作のうちに含まれることになろう。センサ２００、２１
５～２４５及び入力データソース２０５からの心臓アクティベーション情報の処理におい
て、処理コントローラ２８５は、分析のために処理済みの信号を提供するべく、心臓のオ
ーバーラップする領域から心臓情報を減算することができる。いくつかの実施形態におい
て、プロセスコントローラ２８５は、ユニポーラ信号を分析するように構成されており、
その他の実施形態において、プロセスコントローラ２８５は、バイポーラ信号を分析して
おり、且つ、その他の実施形態おいては、モーション、光学、その他の電磁信号が分析さ
れている。
【００９６】
　プロセスコントローラ２８５は、個人内の心臓（リズム）のパーソナライズされたデジ
タルフェノタイプを生成するべく、機能モジュール（図１のステップ１３０に対応する、
ＰＤＰモジュール２６０）を実装するように、母集団データベース２９０からのデータを
使用することにより、ＰＤＰをデジタルタクソノミー（図１のステップ１３５に対応する
、タクソノミーモジュール２６５）とマッチング又はアライメントさせるように、パーソ
ナライズされた介入を設計するように（設計モジュール２７０）、且つ、介入モジュール
２７５を通じて介入の配給をガイドするように、プログラミングされている。
【００９７】
　いくつかの実施形態において、プロセスコントローラ２８５は、心拍リズム障害のソー
スを見出すべく、且つ、ソースを除去するべく、使用されうる、心臓アクティベーション
のインデックスのマップ（表現）を生成しうるように、容易に入手可能な方法又は本明細
書において開示されているものに従って、信号を分析する。次いで、マップを出力装置上
において表示することが可能であり、且つ、ＰＤＰと共に、データベース内において保存
することができる。
【００９８】
　母集団データ２９０は、プロセスコントローラ２８５による信号の分析をサポート又は
支援するように構成されている。いくつかの実施形態において、データベース２９０は、
既知の匿名化されたパーソナルデジタルフェノタイプのその他の個人用の潜在的なＡＦソ
ース場所のマップを保存することが可能であり、これは、（フェノタイプが類似する場合
に）この個人内において療法をガイドするべく、或いは、（フェノタイプ又はタクソノミ
ーによって示唆されているように）この領域から離れるように療法をガイドするべく、使
用することができる。また、母集団データベース２９０は、中間データを保存するべく、
使用することもできる。
【００９９】
　適切な療法が設計モジュール２７０内において設計されたら、これを配給することがで
きる。例えば、パーソナライズされた介入を使用することにより、命令が介入モジュール
２７５によって生成されることになり、これにより、プロセスコントローラ２８５は、ペ
ーシングモジュール２５５からペーシングを配給する。別の例においては、既存の内部電
極（例えば、センサ２１５、２３０～２４５）を使用することにより、プロセスコントロ
ーラ２８５及び介入モジュール２７５によって制御されているエネルギー生成器２８０か
らのアブレーションエネルギーを配給することができる。また、プロセスコントローラ及
び介入モジュール２７５によって制御されている適切な療法装置の使用と共に、例えば、
加熱、冷却、超音波、レーザーなどの、その他の形態のエネルギーを配給することもでき
る。療法は、パーソナライズされたデジタルフェノタイプを介して判定された不整脈用の
電気及び／又は構造ターゲットの範囲を定めている組織に配給される。その他の療法ユニ
ットは、抗炎症療法を配給する注入ポンプを使用することにより、抗炎症薬を配給しても
よく、その理由は、炎症が、細動又は遺伝子又は幹細胞療法の配給などの、心拍リズム異
常の近因でありうるからである。別の実施形態においては、不整脈をトリガしうる延伸を
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改善するべく、機械的な制約を配給する療法を配給することができる。また、療法は、外
部放射を含んでいてもよく、これにより、エネルギーが、高エネルギー電磁放射を使用す
ることにより、心臓の内側の不整脈用の重要なターゲットにおいて合焦されている、十分
に非侵襲的な療法が可能となる。
【０１００】
　検知される信号の１つのカテゴリは、心臓からのものである。これは、本発明の好適な
一実施形態であり、且つ、いくつかの心臓信号タイプを有しうる。電気活動は、心臓電気
活動によって生成された磁界を検知する磁気心電計などの、心臓上において、且つ、接触
状態において又は非接触状態において、配置されうるセンサ、その他の身体領域の近傍（
例えば、食道、気管支、及び気道、縦隔）の、身体表面上の、或いは、身体に接触しては
いない、センサ、を使用することにより、心臓から直接的に検知することができる。セン
サは、心臓モーション又はこれを通じて血液の運動を検出することにより、心臓機能、モ
ーション、電気アクティベーションパターン、又は虚血領域の存在を計測することができ
る。心臓モーションは、心臓モーションからの身体の領域上の運動（弾道心電図）から、
心臓チャンバ容積の変化に起因した電気インピーダンスの変化から、例えば、心エコー図
又は超音波などの、非電気装置を使用することにより、検知することができる。血流は、
例えば、赤血球などのキャリアにタグ付けする、ドップラー心エコー図、４ＤフローＭＲ
Ｉ、撮像方法など、から検出することができる。様々な実施形態において、これらのセン
サは、別個に又は異なる組合せにおいて使用することが可能であり、且つ、更には、これ
らの別個の又は異なる組合せは、患者の心臓内に挿入されたセンサとの組合せにおいて使
用することもできる。
【０１０１】
　神経活動は、本発明の一実施形態において、発火のレート及び周期、日中の且つ日と日
の間の周期、神経発火のタイプ及びパターン、並びに、これらの尺度の空間的分布などの
インデックスと共に、使用されうる、別の検知信号の一例である。一実施形態において、
非侵襲的記録が皮膚パッチから生成されているが、その他の実施形態は、電極が、近傍の
神経組織から記録するべく、皮膚内に突き刺される、神経電気記録図（ＥＮＧ：ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｅｕｒｏｇｒａｍ）を使用しうるであろう。侵襲的な方式は、入院治療には適し
うるが、連続的記録又は消費者用途には、あまり適しえない。センサは、異なる領域内に
おいて配置された場合に、異なる領域の神経から記録することが可能であり、例えば、胸
部上の電極は、心臓又はその神経に関係する神経活動を計測してもよく、首又は頭部上の
電極は、心臓又は当業者には馴染み深いその他の場所を制御するものを含むニューラル信
号を計測しうる。
【０１０２】
　肺臓（肺）機能活動は、検知される信号の別のタイプの一例であり、且つ、心臓とは独
立的に、或いは、心臓内の変化の結果として、変化しうる。これは、呼吸音、胸壁運動、
酸素化、横隔神経の電気活動のセンサ、又はその他のセンサにより、計測することができ
る。
【０１０３】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の実施形態における分析要素及びパーソナルデジタルフェ
ノタイプとの関連において使用されうる装置の例を提供する。図３Ａは、例示用のソース
回路３００及びシンク回路３３０用の単純な回路図を提供する。ソース回路３００の場合
には、電源は、好ましくは、ウェアラブル又はポータブル装置の場合には、低パワーであ
る。図示の例においては、統合されたフォトセンサ３０５が、光学的に検出可能な信号を
検出するべく含まれているが、当業者には明らかなように、例えば、圧電、音響、電気抵
抗値、熱、加速度計、圧力、フロー、電気化学、又はその他のセンサタイプなどの、その
他のセンサタイプ３２０が、化学、光、皮膚活動／湿気レベル、圧力、運動、及びＰＤＰ
の生成に関連するその他のパラメータを計測するべく、使用されうる。センサは、それぞ
れのハードウェア実施形態において、相互交換可能でありうるか、或いは、固定されうる
。適切なコンポーネント値（抵抗器、コンデンサ、など）及び回路性能特性の選択、のみ
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ならず、支援するコンポーネント／回路（フィルタ、増幅器、など）の追加は、当業者に
は既知であり、従って、本明細書においては、その説明を省略する。電圧出力３０７は、
例えば、図１のＩ／Ｏデータストリーム１００へ、などの、データのストリーミングのた
めに、信号を入力チャネルに提供する。シンク回路３３０の場合には、出力電圧３３５が
Ｉ／Ｏデータストリームに送信されている状態において、フォトセンサ３４０が示されて
いる。
【０１０４】
　図３Ｂは、装置の好適な実施形態の更なる詳細を提供する。この実施形態は、センサを
論理回路に接続しており、これらの論理回路は、パーソナルデジタルフェノタイプの最適
な使用法のために１つ又は複数の信号の組合せを処理し、且つ、未加工の又は処理済みの
信号を別の演算装置に送信する。センサ出力３５０は、センサ１．．．ｎ（例えば、図３
Ａの出力３０７及び３３５）からの出力を含む。これらの出力は、ロジックユニット３５
５（例えば、マイクロプロセッサ）、ＲＡＭ３５８、電池／電源３６２、並びに、ＵＳＢ
ケーブル３６７を介した有線接続のためのＵＳＢポート３６０用などの、バス及びＩ／Ｏ
ポートを含む、その他のコンポーネントへの入力（ｖ＿ｉｎｐｕｔ　１．．．ｎ）３５３
を形成する。パワー及び／又はデータ転送のために、ＵＳＢリンクを使用することができ
る。装置は、好ましくは、例えば、無線送信のために、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）
又はＷｉＦｉなどの、無線通信モジュール３６５を含む。データ及び制御信号は、相対的
に要求の多い演算を実行するべく使用されうるグラフィカル処理ユニット（ＧＰＵ：ｇｒ
ａｐｈｉｃａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）３７８を含む、高速プロセッサ、パ
ラレルプロセッサを有しうる別の中央処理ユニット（ＣＰＵ：Ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）３７５に送信されている。
【０１０５】
　装置による演算は、パーソナルデジタルフェノタイプを生成するべく、センサからの電
圧出力を読み取り、圧縮し、又は保存し、信号をフィルタリングし、或いは、相対的に高
度な演算を実行するステップ、或いは、ＰＤＰに基づいて信号を処理するステップ、を有
しうる。次いで、装置は、未加工又は処理済みの信号を送信することが可能であり、或い
は、ＵＳＢ又は無線方法（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又はＷＩＦＩ）を使用することにより、別
の装置への信号（例えば、検知された信号に基づいた論理的決定）を制御することもでき
る。ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）３６６は、センサ及び／又は演算
装置の１つ又は複数のグループをリンクするべく、使用することができる。或いは、この
代わりに、データは、（有線又は無線通信を介して）クラウド保存及びクラウド演算サー
ビスのために、保護されたクラウド３７０に直接的に転送することもできる。クラウドエ
ンジン３７０は、最適な速度において数学的動作及び演算を実行できることになり、且つ
、任意のインターネット接続からの通信を許容できることになる。
【０１０６】
　図４は、パーソナライズされた療法をガイドするための、且つ、療法の効果を監視する
ための、パーソナルデジタルフェノタイプの使用のためのワークフローを要約する。時間
に伴って更新されうる、データストリーム４００と、パーソナルな保存データ４２０と、
という、パーソナル入力の２つの形態が存在する。データストリーム４００は、ウェアラ
ブル装置又は消費者製品からなどの新規の又は既存のセンサ４０２からの、埋植された装
置４０４からの、皮膚、鼻、角膜、頬、肛門、又は聴覚プローブなどの最小限に侵襲的な
製品を含む既存の又は専用の装置からの侵襲的な検知信号４０６からの、モーション及び
赤外線プローブからの温度を含むデータを提供しうる非侵襲的センサ４０８からの、並び
に、既存の医療機器からのテレメトリなどの送信されたデータ４１０からの、検知された
データを含みうる。
【０１０７】
　保存データ４２０は、理想的には、傷、線維症、虚血、低減された収縮機能、及び潜在
的な境界領域組織を含む、撮像データなどの静的なデータ４２２、生化学レベルを含む、
但し、遺伝性、プロテオーム、及び代謝データをも含む（入手可能な際）、研究室値４２



(30) JP 2021-521964 A 2021.8.30

10

20

30

40

50

４、人口統計データ４２６、糖尿病又は高血圧の存在、心エコー図からの左心房サイズな
どの患者履歴からの要素、例えば、「健康」又は「相対的に不健康」などの、患者が良好
に感じているかどうかの自覚症状を含みうる結果データ４２８を含みうる。また、結果デ
ータ４２８は、理想的には、抗生物質による解熱などの、或いは、好適な一実施形態にお
いては、アブレーションによる心房細動の終了などの、療法の急性エンドポイントなどの
、客観的なエビデンスをも含む。また、客観的なエビデンスは、感染の不存在又は長期フ
ォローアップにおける心房細動の再発の欠如などの、慢性エンドポイントを含むこともで
きる。後述するように、本発明の方式は、健康及び病気を識別するべく、健康状態に基づ
いてデータクラスをパーティション化するべく、且つ、母集団クラスを個人と比較するべ
く、疾病タクソノミー４４６を定義するべく、母集団保存データ４４９、母集団データス
トリーム４５２、及びドメイン知識４５５を含む、母集団データの組合せを使用する。
【０１０８】
　ステップ４４０は、パーソナルデジタルフェノタイプの機械による連続的な更新を示す
。これは、既定の時点において周期的に、或いは、連続的に、実行することができる。ス
テップ４４３は、母集団保存データ４４９、母集団データストリーム４５２、及びドメイ
ン知識４５５のうちの１つ又は複数から生成された、外部的に判定されたデジタル疾病タ
クソノミー４４６に対するパーソナルデジタルフェノタイプの比較を実行する。これらの
ステップについては、図５において更に詳述する。
【０１０９】
　ステップ４６０においては、療法が、パーソナルデジタルフェノタイプに対して適合さ
れており、且つ、ステップ４６３において、療法の効果が、以前のステップ４４０におい
て既に保存されているデータの文脈において、データストリームを使用することにより、
反復的に監視されている。最後に、ステップ４６６において、データを報告するための対
話型インターフェイスが提供されている。ディスプレイ４７０は、コンピュータ又はモバ
イル装置上のアプリケーションを介して表示されうる多くのタイプのデータの一例を提供
する（図示の例においては、スマートフォンが示されている）。Ｘｃｏｄｅを介してＳｗ
ｉｆｔにおいて記述された、アプリケーション（「ａｐｐ」）の一実装形態が、ＡＰＰＬ
Ｅ（登録商標）ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）のために生成されている。図示の表示画面には
、アブレーション用のターゲットを有する複雑な不整脈のサンプルマップ、心臓の３－Ｄ
画像、多数の座標、テキスト記述、及び定量的スコアが示されている。本発明の方式は、
専門家規則によるガイダンスを伴うことなしに、管理及び治療決定を提供しうるパーソナ
ルフェノタイプをパーソナルデータ及び母集団データから生成する。
【０１１０】
　本発明によれば、フェノタイプは、患者が病気であるかどうか、患者が病気である方式
、及び健康を維持するべく又は病気を治療するべく患者を治療する最良の方法、のグラウ
ンドトゥルースに基づいている。これらの臨床又は生物学的に関連する動作は、ステップ
４２８、４４６～４５５において含まれている。本発明は、その個人内（４２０～４２８
）の又は比較母集団４４６～４５５内の保存データ内のデータタイプに常に対応するわけ
ではない、データタイプを使用することにより、パーソナライズされたフェノタイプを生
成するべく、ステップ４０２～４１０において新規のデータを取得する。このようなデー
タタイプは、パーソナルフェノタイプが療法を相対的に良好にガイドしうる、システムに
よって能動的に取得されており、且つ、電気情報又は心臓構造を含むデータタイプを含む
。
【０１１１】
　図５は、ＰＤＰを生成するためのフローの詳細な説明である。ステップ５００は、１つ
又は複数の時点を有する時間ベクトル［Ｔ］においてパーソナルデータを取得する。これ
は、（図４のステップ４００に対応する）データストリーム５０２及び図４のパーソナル
な保存データ４２０に類似したチャート５０４からのパーソナルな保存データを含み、こ
れは、急性又は慢性の結果などの、生物学的又は臨床的重要性の尺度を含む。
【０１１２】
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　母集団データストリーム５０６（図４のブロック４５２）は、益々利用可能になってい
る。このようなデータストリームは、指標個人と同一の又は異なる検知されたデータを有
する、人物からのデータを含みうる。いくつかの例を提供するべく、このデータは、様々
なバイタルサインについて監視されている、ＩＣＵ病棟内の患者、類似のウェアラブル装
置を使用する個人、或いは、現場の兵士、からのテレメトリデータを含みうる。
【０１１３】
　母集団保存データベース５０８からのデータ（図４のデータベース４４９）は、弱化す
る傾向を有する統計的関連付けを使用することにより、内蔵されている。例えば、ＡＦは
、母集団を統計的に評価する際に、肥満と大きく関連付けられるが、ＡＦを発症する痩せ
た個人及び発症しない多くの肥満した個人も存在する。同様に、心房傷密度又は心房傷負
担とＡＦとの間には、関連付けが存在してはいるが、ＡＦを有する多くの個人は、最小限
の傷を有する一方で、ＡＦを有していないいくつかの個人は、相当な傷を有する。但し、
実際のリアルな関連付けは、文献から、且つ、多変量推定を使用して個々の人口統計につ
いて調節するべく使用される数学的重み付けから、取得される。
【０１１４】
　データベース５０８からの母集団データは、（図４のステップ４４６に類似する）ステ
ップ５１０において統合されており、これは、診断又は治療の有用性の基準として機能す
る急性又は慢性の結果などの生物学的又は臨床的重要性のインデックスを含む。第１ステ
ップは、ステップ５１４においてデータを特徴付ける、というものである。このステップ
は、一般に、特徴（変数）低減ステップとして、且つ、機械学習において次元の呪いに対
処するべく、設計されている。特徴低減及び特徴抽出技法は、当技術分野においては、周
知である。この特徴低減ステップ５２６のために使用されうる可能な動作は、平均化、積
分、エリア分析、相関、主成分分析などの、時間ドメイン分析を含む。周波数ドメイン分
析は、フーリエ分析、ウェーブレット変換、時間－周波数分析を含む。周波数分析は、周
波数スペクトルを生成するべく、複数の座標ペア（又は、ループ）と関連する選択された
パラメータを使用することにより、実行することができる。選択されるパラメータは、振
幅（例えば、電圧）、角度、ベクトル、エリア、及び導関数であってよい。いくつかの実
施形態において、ピークは、基本周波数を含むことが可能であり、その他の実施形態にお
いて、ピークは、基本周波数と、基本周波数の１つ又は複数の調波と、を含みうる。その
他の実施形態において、ピークは、調波及び基本周波数のうちの１つ又は複数のみを含み
うる。また、多項式フィッティングは、データセットを多項式係数として要約することが
できる。ＴＳＦｒｅｓｈ（Ｔｉｍｅ　Ｓｅｒｉｅｓ　ＦｅａｔｕＲｅ　Ｅｘｔｒａｃｔｉ
ｏｎ）などの広く利用可能なライブラリを使用する、その他の一般的な特徴化ステップを
使用することができる。並行して、母集団データは、類似の又は異なる動作を使用するこ
とにより、ステップ５３４においてパラメータ化されている。
【０１１５】
　ステップ５１８は、データを個人内のデジタル「疾病フェノタイプ」を表すクラス又は
母集団内のデジタル「疾病タクソノミー」にパーティション化する。目的は、データ－臨
床データであるが、きめの細かい侵襲的データポイント及び研究室試験でもある－を、所
与の療法（成功対不成功）からの、類似すると見えうるが、異なる結果を有する、個人の
パーティションに相対的に良好に分離する、というものである。数学的に、これは、１つ
の結果を有する患者をそうではない者から分離する「ハイパープレーン」をｋ－パラメー
タ空間内において構築することにより、実行されている。例えば、不整脈の好適な実施形
態の場合に、類似のプロファイルを有する２つの患者内の「発作性」ＡＦが、薬剤治療又
は肺静脈アブレーションに対してまったく異なる方式で応答しうる理由は、不明な状態に
おいて留まっている。パーソナルフェノタイプは、その他の者ではなく、いくつかの患者
内のＡＦが、ソース／ドライバ領域、構造的異常性、神経成分、及び肥満を含む代謝併存
症を反映する理由についてのクラウドソーシングされたパーティション（「デジタルタク
ソノミー」）に複数の患者からの観察をコード化する。これらの因子は、「発作性」又は
「持続性」のＡＦの従来のタクソノミーによっては、予測されていない。パーソナルデジ
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タルフェノタイプを使用することにより、統計及び機械学習を含む推定方法が、最良の管
理を推定するためにデータを基準母集団と比較するべく、使用されている。
【０１１６】
　ステップ５３０は、データを分類方式としてパーティション化する。パーティション化
は、限定を伴うことなしに、クラスタ分析、並びに、サポートベクトルマシン（ＳＶＭ：
ｓｕｐｐｏｒｔ　ｖｅｃｔｏｒ　ｍａｃｈｉｎｅ）、ロジスティック回帰、ナイーブベイ
ズ、決定木、又はその他の方式を含む、その他のタイプの教師なし学習又は教師付き学習
方法を含む、当技術分野において既知の多くの技法により、実行することができる。この
パーティション化は、パーソナルデータ（ステップ５１８）と、並行して、母集団データ
（ステップ５３８）と、のために実行されている。使用されるパーティション化技法は、
それぞれのステップごとに異なりうることに留意されたい。
【０１１７】
　既知の教師なし学習技法である、クラスタ分析は、ラベル付与されていないデータ（例
えば、複数のセンサからのデータストリーム、入力データ、その他のもの）を、１つのク
ラスタには馴染み深いが、その他の者には馴染み深くない、項目の集合体としてグループ
化するべく、ステップ５３０において使用することができる。これは、明らかな自然なグ
ループ化が伴わない場合にも、発生することが可能であり、これは、しばしば、これらの
用途において真であって、その理由は、通常のフェノタイプは、臨床データ、撮像及び連
続データストリームをめったに含んでいないからである。クラスタ化は、本発明において
、強力なツールであるが、最終的なクラスタパターンは、初期クラスタに依存することか
ら、初期クラスタパターンを識別する際の任意の曖昧さは、バイアスに結び付きうるであ
ろう。クラスタ化の結果については、ステップ５５８において、後から検証されている。
【０１１８】
　ステップ５４６は、母集団からのデータストリーム及び保存データ（データベース５０
８）、データ低減方式（ステップ５３４）、及びデータパーティション（ステップ５３８
）を統合するべく、数学的モデルを使用することにより、母集団データから疾病タクソノ
ミーを生成する。数学的関係をフィルタリングするべく、ドメイン知識データベース５７
４からのデータが内蔵されている。例えば、数学的重み付けは、一般的である冠状動脈疾
病を有する高齢の男性の場合には、増大させるが、めったにない男性における肺がんの場
合には、或いは、めったにない若い子供におけるＡＦの場合には、最小化することができ
る。このような従来のドメイン知識は、疫学的データ及び母集団統計から入手可能であり
、また、保存されている母集団データからも入手可能であってもよく、且つ、容易に数学
的重み付けに変換される。
【０１１９】
　ステップ５５０は、疾病タクソノミーから母集団のデジタルフェノタイプを生成する。
換言すれば、母集団デジタルフェノタイプは、定量的データから自己一貫性を有する疾病
クラスを形成するデータのパーティションに対応する。例えば、いくつかの研究における
低マグネシウムレベルと心房細動との間のリンクなどのように、これらは、臨床的に明ら
かである場合もあり、或いは、臨床的に曖昧である場合もある。これらのパーティション
は、それぞれ、コンフィデンスインターバルにより、統計的に表現され、且つ、パーソナ
ルデジタルフェノタイプに照らした比較のために使用されることになる。
【０１２０】
　ステップ５２２は、ステップ５１８からのパーソナル疾病パーティションを基礎として
使用することにより、プロトタイプパーソナルデジタルフェノタイプを生成する。ステッ
プ５４２は、最良にマッチングする母集団のデジタルフェノタイプを見出すべく、パーソ
ナルデジタルフェノタイプ（ＰＤＰ）を比較する。候補パーソナルフェノタイプは、ステ
ップ５５４において、ベクトル［Ｐ］の行列により、付与されている。これは、複数のデ
ータ要素、データタイプ、なんらかの序数、なんらかのベクトル性、及びなんらかの時間
依存性を有する。
【０１２１】
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　好適な一実施形態においては、定義された結果を予測するためにデジタルフェノタイプ
を高度化するべく、教師付き学習が使用されている。これは、特徴の選択、ネットワーク
アーキテクチャの選択、及びトレーニング及び試験用の適切なデータを必要とする。
【０１２２】
　特徴は、疎入力「ベクトル」を意図的に生成することにより、機械学習がオーバーフィ
ッティング（即ち、将来において観察されない入力に対する乏しい一般化）を回避するよ
うに、識別及び「チューニング」されることになる。本発明は、基礎をなす入力データを
広範なものにするべく、冗長な特徴を除去し、且つ、入力特徴の多様性を極大化させてい
る。
【０１２３】
　一実施形態において、特徴は、（ａ）従来の臨床変数（人口統計、併存症、バイオマー
ク）、（ｂ）電気信号（その信号処理済みのパラメータがＡＦフェノタイプを分離しうる
、１２－リードＥＣＧ及び心臓内信号）、及び（ｃ）限定を伴うことなしに、２－Ｄ心エ
コー図画像（心房形状）、３－Ｄ　ＣＴデータ（形状）、３－Ｄ　ＭＲＩデータ（線維症
エリア、形状）、及びＥＰ研究において生成された電圧及び複合的なエレクトログラム分
布の３－Ｄ電気解剖学的シェル、という、３つのタイプにグループ化されている。クラス
タ（教師なし学習）は、データ低減を支援することになり、且つ、更なる入力特徴として
使用されることになる。特徴の重要性を理解するべく、フィルタリング及び正則化が使用
されている。本発明は、トレーニングにおいて、応答クラスと関連してはいない変数を除
去する。１つの方式は、予測誤りを最小化するべく、フィルタ及びラッパ方法の利点を組
み合わせた、ＬＡＳＳＯ（ｌｅａｓｔ　ａｂｌｏｌｕｔｅ　ｓｈｒｉｎｋａｇｅ　ａｎｄ
　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｐｅｒａｔｏｒ）を使用しており、且つ、最終的なモデルにお
ける回帰分析に寄与する変数を含んでいる。
【０１２４】
　それぞれの特徴グループ内の消失データは、ａ）中央値、ｂ）複数の帰属を使用した予
測値（統計学の技法）、ｃ）文献からのそのデータタイプの予測値、及びｄ）消失データ
を意味する定数、を挿入（入力）することにより、処理されることになる。それぞれの方
式は、様々なネットワークモデルのトレーニングの際に比較されることになる。
【０１２５】
　入力画像及び信号のフォーマッティング。本発明は、それぞれの３Ｄ　ＭＲＩ、ＣＴ、
又は疑似着色された心房電気解剖学的画像（解剖構造を表記する、例えば、電圧などの、
特定のタイプのエレクトログラムの分布）を３Ｄ行列としてフォーマットすることになる
。時系列データ（１２－リードＥＣＧ、バイポーラ冠状静脈洞エレクトログラム、ユニポ
ーラ心臓内エレクトログラム）は、特徴抽出、クラスタ分析、事前処理ネットワークを使
用することにより、最終的なネットワークに入力する前に、処理されることになる。
【０１２６】
　フェノタイプをトレーニングするべく使用される結果は、それぞれの用途に伴って変化
することになる。心拍リズム障害の好適な実施形態の場合には、フェノタイプをトレーニ
ングするべく、いくつかの結果を使用することができる。１つの結果は、高電圧対低電圧
（＜０．１ｍＶなどの）のエレクトログラム信号であってよく、高電圧信号と関連するフ
ェノタイプは、相対的に高度な治療結果を有しうる。別の潜在的な結果は、一貫性を有す
るローター又は局所ソース／ドライバを示す、ＡＦのクリーンな空間的マップの存在であ
り、これらのサイトは、効果的な治療ターゲットでありうる。別の望ましい結果は、薬剤
療法又はアブレーションによるＡＦの終了、或いは、薬剤療法又はアブレーションからの
長期にわたる成功である。これらは、いずれも、デジタルタクソノミーを形成するべく、
基準母集団内において過去に遡って判定することが可能であり、且つ、次いで、マッチン
グするパーソナルフェノタイプを識別するべく、使用することができる。
【０１２７】
　一実施形態において、個々の人物及び母集団用の多様な入力データ及びデータストリー
ムを表すべく、通常は、人工ニューラルネットワーク（「ＡＮＮ」）として実装される、



(34) JP 2021-521964 A 2021.8.30

10

20

30

40

50

教師付き学習が使用されている。ＡＮＮは、通常、３つの要素を有する。第１に、それぞ
れが複数のノード／層を含む可変数の層のネットワークを形成する、ノードの異なる層の
間の接続パターン（人工ニューロン）である。実装形態は、パーセプトロン、適応型線形
ネットワーク、或いは、深層学習ネットワークを含む多くのその他の設計と同じ程度に単
純でありうる。実際のネットワーク設計は、特定のタスク及びデータパーティションの複
雑さに対して適応的なものであってよい。第２に、ノードの間の接続重みは、変化するこ
とが可能であり、且つ、複数の学習規則に従って更新することができる。第３に、それぞ
れの重み付けされた入力がその出力に変換される方式を判定する、アクティベーション関
数である。通常、アクティベーション関数ｆ（ｘ）は、その他の関数ｇ（ｘ）の複合体で
あり、これらのその他の関数ｇ（ｘ）も、その他の関数の複合体として表現されうる。非
線形の重み付けされた合計、即ち、ｆ（ｘ）＝Ｋ（Σｉｗｉｇｉ（ｘ）、が使用されても
よく、この場合に、Ｋ（アクティベーション関数）は、シグモイド、双曲線、又はその他
の関数であってよい。
【０１２８】
　様々な接続パターン、重み、及び数学的アクティベーション関数を選択することが可能
であり、且つ、様々な更新関数が任意の実施形態について可能である。特定の形態が、異
なる疾病状態及びタスクのために最適である。例えば、既知の心房細動において異常な心
拍数を検出するための装置は、心房細動の開始を予測するべく、心不全の悪化を予測する
べく、或いは、冠状動脈虚血の開始を予測するべく、心房細動におけるアブレーション用
のサイトを識別するための装置ほどには、複雑にならないであろう。
【０１２９】
　学習の代替形態は、線形ロジスティック回帰、サポートベクトルマシン、「ｉｆ－ｔｈ
ｅｎ－ｅｌｓｅ」記述における決定木、ランダムフォレスト、及びｋ－最近隣者分析を含
む、教師付き及び教師なし方法を含む。このような定式化は、心房細動のソースの存在又
は不存在、或いは、入力データを個人用の臨床又は生理学的結果とリンクするその他の関
連付け、などの、望ましい決定の間の境界を増強又は生成するべく、独立的に、或いは、
機械学習の一部分として、適用することができる。いくつかのその他の形態の機械学習を
適用することが可能であり、これらについては、当業者には、明らかとなろう。
【０１３０】
　様々な接続パターン、重み付け、ノードアクティベーション関数、及び更新方式を選択
することが可能であり、且つ、特定の形態が、データ入力に応じて、異なるアプリケーシ
ョンについて最適である。例えば、撮像入力及び連続的な一連のデータ（例えば、エレク
トログラム信号）は、異なるネットワークにより、表されてもよく、大きなトレーニング
データを有する好適な実施形態においては、所与の基準母集団内のそれぞれのデータセッ
トに対して最適化されてもよい。従って、用途に応じて、本発明は、ＥＥＧデータ、心臓
及び呼吸シグネチャ、重み、皮膚インピーダンス、呼吸数、及び心臓出力を最良に表すべ
く、適合させることができる。回帰型ニューラルネットワークは、ネットワークがそのト
レーニングされた結論を保管する方式の分析を可能にするデータ構造である。手動的に設
計されたスカラー特徴（例えば、臨床データ要素）は、全結合層を使用することにより、
内蔵することができる。特徴化された時系列（即ち、１２－リードＥＣＧ、或いは、心臓
の内側からの所謂「エレクトログラム」）は、畳み込みニューラルネットワークを介して
処理される。オーバーフィッティングを回避するべく、ドロップアウト、バッチ正規化、
及びハイパーパラメータチューニングの標準的な技法が使用される。
【０１３１】
　機械学習方式の重要な一特徴は、人間の病理生理学の詳細に関する先験的な知識を必要
としておらず、且つ、その代わりに、健康における検知された信号及び入力データのパタ
ーン及び疾病における逸脱を学習する、というものである。従って、これらは、次善であ
りうる現時点の機構仮説に基づいた現時点の疾病分類を改善するのに、非常に適する。
【０１３２】
　ステップ５５８は、検証されうる１つ又は複数の候補フェノタイプ、即ち、任意の信頼
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できる結果尺度を予測するもの、を判定する。ＡＦの場合に、これは、アブレーションが
ＡＦを終了させるサイトであってよい。冠状動脈疾病の場合には、これは、心外膜冠状血
管の重大な狭窄を予測する臨床コンステレーション、即ち、高度な冠状動脈リスクスコア
、であってよい。拡張により、このような候補は、非心臓疾病について定義することがで
きる。マッチングが実現されない場合には、プロセスは、反復されるか５２２、或いは、
受け入れ可能な許容範囲Ｘ（ブロック５６２）が拡幅される。マッチングが受け入れ可能
な許容範囲（ベクトルＸ）内において実現される場合には、候補は、ステップ５６６にお
いて、時点Ｔにおける許容範囲Ｘ内のパーソナルデジタルフェノタイプＰになる。次いで
、フェノタイプは、フェノタイプを検証するべく使用されるラベル付与された結果に照ら
して、データベース５７０内のその個人のパーソナル履歴データを更新するべく、使用さ
れる。このステップは、先行するステップにおいて定義されたクラスタを検証するため、
のみならず、教師付きレーニングについても、使用される。
【０１３３】
　図６は、パーソナルデジタルフェノタイプを使用することにより、健康及び疾病を定義
する。ステップ６００は、ステップ６００のそれぞれの時点Ｔにおいて、それぞれのデジ
タルフェノタイプを取得し、且つ、それぞれごとに、フェノタイプ６０３内の信号タイプ
を検査する。数学及びネットワーク分析６０６は、第１に、データベース６０９内の保存
されているパーソナルフェノタイプ（即ち、個人が、快適に又は不快に感じていた（症状
）、或いは、例えば、ＡＦ症状の出現などの、疾病存在の客観的なエビデンスを有してい
た、或いは、悪化する疾病を有していた（例えば、発作性から永続性のＡＦへの進行）、
際を含む、結果に対して裁定された以前の時点からのデータ）に対して比較される状態に
おいて、異常性を識別するべく、使用されている。ステップ６１２は、この分析に基づい
て、パーソナルな健康又は疾病のポートレートを生成する。
【０１３４】
　ステップ６１５は、いまや、これが、受け入れられる許容範囲内において、個人につい
ての健康６１８を表すかどうかを判定する。これが、その個人における、健康の「範囲外
」である場合には、個人は、潜在的な疾病状態６２１に入っている場合がある。
【０１３５】
　数学及びネットワーク分析６２４は、個人の異常性が母集団の「健康の範囲外」にも含
まれているかどうかを判定するべく、母集団の疾病タクソノミー６２７との比較において
、実行されている。統計的に定義された、母集団の異常の固定及び可変定義に照らした比
較の際に（ステップ６３０）、本発明は、いまや、ステップ６３３において、疾病が存在
するかどうかを尋ねている。「はい」の場合には、疾病６３９が宣言され、そうでない場
合には、観察ステップ６３６において、患者の慎重な観察が継続される。いずれのケース
においても、プロセスは、監視の継続において反復される。
【０１３６】
　図７は、教師付きネットワークの新規の解釈可能性分析、即ち、いずれの信号タイプ及
び入力タイプが、いずれの時点において異常なパーソナルデジタルフェノタイプに最も寄
与するのかの識別、の概要を説明する。解釈可能性は、機械学習が「ブラックボックス」
である、という主な従来の批判に対処する、本発明の方式の主要な新規の特徴である。専
門家知識は、大量のデータを特徴化するべく、使用することができる（即ち、ネットワー
クを「次元」によって圧倒することのなしに重要なデータを追加することによる改善であ
る）。また、本発明者らは、二次的な手動解釈のために、ドメイン知識を使用する。そし
て、ステップ７００は、パーソナルフェノタイプの一部分である、すべての信号を分析す
る。そして、データ要素７０３、７０６．．．７０９は、（入力データであるのか、又は
データストリームであるのか、とは無関係に）それぞれのデータ要素を検討する。ステッ
プ７１５においては、ニューラルネットワーク７１２による分類、即ち、「疾病」対「健
康」分類をもたらした１つ又は複数のコンポーネント、を説明するべく、いくつかの方式
が使用されている。
【０１３７】
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　いくつかの解釈技法を使用することが可能であり、これらは、当業者には馴染み深いも
のであろう。第１の方式は、回帰型ニューラルネットワーク内における注意層の使用を含
む。或いは、この代わりに、本発明は、解釈可能なモデルを近似することによって予測を
説明するべく、ＬＩＭＥ（Ｌｏｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｂｌｅ　Ｍｏｄｅｌ－ａｇ
ｎｏｓｔｉｃ　Ｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎ）を使用することができる。ＬＩＭＥは、心臓内
からのＥＣＧ又は電気信号（エレクトログラム）、数値特徴、又は画像などの、１次元デ
ータのために使用される。第３の方式は、Ｇｒａｄ－ＣＡＭ（Ｇｒａｄｉｅｎｔ－ｗｅｉ
ｇｈｔｅｄ　Ｃｌａｓｓ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｍａｐｐｉｎｇ）であり、これは、最
も重要なノードを最終的な畳み込み層の下流の逆伝播されたプーリング済みの勾配によっ
て乗算された最大重みとして識別する。別の実施形態は、モデルが、無関係の概念におい
て収束しないことを保証するべく、ドメイン電気生理学的「概念」に対する適合された解
釈を可能にする、画像内の空間ドメインを含む、モデルの一部分であることを要する又は
要さない特徴（例えば、心房ドライバ領域のサイズ、又は心室伝導速度、又は人間心臓内
の線維症の空間的な広がり）を規定する。その一例が、ＴＣＡＶ（Ｔｅｓｔｉｎｇ　ｗｉ
ｔｈ　Ｃｏｎｃｅｐｔ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）方式である。これは、モ
デルの一部分であることを要する又は要さない、特定の特徴（例えば、ＡＦドライバ領域
のサイズ）を検査し、これにより、本発明の技法が、受け入れられた「概念」に対して解
釈可能性を適合させることを可能にすることができる。別の例として、例えば、右心房近
傍の線維症の存在などの、解釈可能モデルにより、ＡＦ結果の予測（例えば、アブレーシ
ョンの成功又は失敗）を試験することができる。この方式は、数値モデルが予測に適する
、且つ、モデルが無関係の概念において収束しない、ことを保証するべく、試みている。
従って、結果を予測する説明可能な特徴が定量的に識別されることになる。例えば、肥満
がアブレーション又は薬剤療法からの否定的な結果を予測する一方で、肯定的な結果を予
測する髪の色は、そうでない場合がある、という判定などの、ドメイン知識を介して、臨
床の理論的説明を後から追加することができる５７４。また、クラスＩＣの抗不整脈薬（
ＡＡＤ：Ａｎｔｉ－Ａｒｒｈｙｔｈｍｉｃ　Ｄｒｕｇ）が使用されうる母集団に関するデ
ータを含むことができる。
【０１３８】
　デジタルタクソノミーの主要な特徴は、調和しないケース、即ち、ニューラルネットワ
ークが実際の結果を予測することに失敗する場合、をコーディングする、というものであ
る。例えば、そのプロファイルがＭＲＩ上において心房の傷を含む、失敗したアブレーシ
ョン療法を有する患者においては、本発明は、傷の場所をアブレーション損傷の場所と、
結果と、リンクするべく、トレーニングされることになる。トレーニング済みのネットワ
ークからの１つの潜在的な出力は、傷の領域を逃したアブレーションは、乏しい結果を生
成しうる、というものであってよい。ドメイン知識（生理学的解釈）は、信じがたい（又
は、不可能な）リンクが構築されないことを数学的に保証するために、且つ、従って、ネ
ットワークを修正するために、任意のトレーニング済みのネットワークのもっともらしさ
を提供するべく、使用されている。この組み合わせられた機構／機械学習方式は、既知の
ドメイン知識に照らしてデータ表現をチェックしてはいない機械学習システムからしばし
ば省略されている、本発明の新規の強みである。既存のネットワークにおける有名な誤り
は、敵対的な例を含み、画像認識においては、１つのピクセルの変更が「猫」から「犬」
に分類を変更しうる用途である。本発明は、このようなトレーニング済みのネットワーク
が、誤りが極小化されなければならない医療空間内において、生成されることを防止する
【０１３９】
　従って、本発明は、益々解釈可能であるデータ構造を生成、試験、及び修正することに
合焦されている。モデルが、統計分析を失敗／成功のケースの専門家解釈と組み合わせる
ことになる。単純な統計試験及び線形モデルは、システム内の異なる変数の間の相関の識
別を支援しうるが、これらの研究された複合的な臨床問題の基礎をなす複雑さ及び非線形
性をキャプチャ可能ではない場合がある。決定木（ＣＡＲＴ）は、ネットワークの層から
のそれぞれの抽出された特徴の重要性の相対的に大きな解釈可能性を許容することができ
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る。決定木に対する入力は、画像及び時系列信号からの抽出された特徴となる。
【０１４０】
　本発明における別の方式は、「ネットワーククランピング」と呼称される。ステップ７
１５において、ネットワークのトレーニング済みのベースライン「健康」バージョンから
、入力が、１つずつ又はバッチにおいて、範囲を逸脱しており、従って、ネットワークが
最も近接して「疾病状態」を要約するようにする異常な入力の組合せを識別するべく、ネ
ットワーク７１２が再実行されている。
【０１４１】
　これらのステップは、ステップ７２１における健康、疾病、及び結果の状態を特徴付け
る入力のコンステレーションを識別するべく、ステップ７１８において評価されている。
次いで、この結果は、データベース７２４内のパーソナル履歴データを更新するべく、使
用される。
【０１４２】
　図８は、異常なパーソナルデジタルフェノタイプを使用したＡＦのトレーニングに関す
る例を提供する。ステップ８００は、パーソナルデータを有しており、且つ、ステップ８
０３は、上述のように、母集団データを有する。ステップ８０６は、パーソナルＡＦフェ
ノタイプとデジタルタクソノミーとの間の最良のマッチングを見出す。ステップ８０９は
、その個人内のＡＦプロセスのマーカーを識別するべく、図７からの重要要素分析（ステ
ップ７１８）を使用する。ステップ８１２～８２４は、マッピングによって識別されうる
、ＡＦの異なる特徴を識別する。これらのステップについては、図９～図１１を参照して
更に詳述する。ステップ８３０は、データベース７２４内のパーソナル履歴データを更新
する。
【０１４３】
　ステップ８１２は、構造的異常性を伴うことなしに、完全な回転（ローター）又は局所
ソースの電気パターンを明示する、患者フェノタイプを識別する。このケースにおける治
療８２７は、ドライビングソースに対するアブレーションを含みうる。
【０１４４】
　ステップ８１５は、電気完全回転（ローター）又は局所ソース、低電圧により、或いは
、潜在的に、遅延した改善済みの磁気共鳴撮像における異常性により、マーキングされた
、関連する近傍の構造的異常性、を明示する患者フェノタイプを識別する。このケースに
おける治療８２７は、非伝導性の傷又は線維症の領域へのアブレーションの拡張を伴う、
１つ又は複数のドライビングソースに対するアブレーションを含みうる。
【０１４５】
　ステップ８１８は、低電圧或いは遅延した改善済みの磁気共鳴撮像における潜在的な異
常性によってマーキングされた構造異常性を明示するが、従来の電気回転（ローバー）又
は局所ソースを示しえない、患者フェノタイプを識別する。このケースにおいて、代表的
なネットワークは、療法用のターゲットである、患者内の部分的な回転又は反復的なアク
ティベーションなどの、その他の電気パターンを見出すことになる。このような異常なパ
ターンは、例えば、進行した疾病と一貫性を有するなどの、特定の併存症を有する患者内
において有用でありうる。このケースにおける治療８２７は、非伝導性の傷又は線維症の
領域への損傷の拡張を伴う、１つ又は複数のこれらの異常な電気ソースにおけるアブレー
ションを含みうる。
【０１４６】
　ステップ８２１は、疾病予測用の選択肢を提供する。このステップにおいて、本発明の
技法は、ＡＦを明示していないが、低電圧によってマーキングされた構造的異常性の特定
のパターン、或いは、遅延された改善済みの磁気共鳴撮像における潜在的な異常、に起因
してリスク状態にありうる、患者フェノタイプを識別する。このケースにおいて、本発明
は、ＡＦ予測を提供する。このケースにおける理想的な入力データは、ネットワークによ
る構造的リスクプロファイルの非侵襲的な検出が予測又は療法用の潜在的なターゲットを
提供することを可能にするべく、ＭＲＩ異常性を示すきめの細かい撮像データ又は低電圧
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の領域に関するきめの細かいデータを有しうる。治療８２７は、これらの傷又は線維症の
領域を接続するためのアブレーションを含みうる。
【０１４７】
　ステップ８２４は、予測用の別の選択肢である。本発明は、ＡＦを明示していないが、
レート依存性ブロックを通知する変化するレートを有する電気伝播、或いは、不応性又は
伝導の離断を示唆する特定のエリアに対する伝導における発振、を変更することによって
マーキングされた特定の電気パターンに起因して、リスク状態にありうる、患者フェノタ
イプを識別する。このケースにおける、理想的な入力データは、ネットワークによる電気
リスクプロファイルの非侵襲的な検出を可能にするべく、身体表面電位信号を有しうる。
このケースにおける、治療８２７は、これらの電気的脆弱性の領域を除去するべく、アブ
レーションを含みうる。
【０１４８】
　図９は、例示用のパーソナライズされたフェノタイプが、心拍リズム障害のそれぞれに
対して療法を適合させるべく使用されうる、方式について説明する、複合的な不整脈の例
を示す。解体されたアクティベーションは、多数の効果をソースに対して有しうる。図の
左側において、図９００は、ソースから発せられる解体されたアクティベーションを示す
。この振る舞いは、しばしば、ローター、局所ソース、又はその他のドライビングメカニ
ズムからの「細動伝導」と呼ばれている。このケースにおいて、本発明は、主に回転又は
局所アクティベーションドライブＡＦの（即ち、シーケンス１、２、３、４、５によって
示されているコア内の）パターンを判定するべく、（無償で入手可能であるものを含む）
いくつかのマッピングシステムのうちの１つを使用することができる。或いは、この代わ
りに、右側の図９１０内において、解体されたアクティベーションは、第２のソースから
のものなどのいまだ内向きに方向付けられるべきソース（「外側の解体」）を取り囲むこ
ともできる。この外側の解体がドライバを混乱させない場合には、本発明は、（Ｌｉｎ，
ＦｅｄｏｒｏｖらのＣｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　２０１６による人間光学マッピングによっ
て、且つ、臨床的にはＫｏｗａｌｅｗｓｋｉらのＣｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ａｒｒｈｙｔ
ｈｍｉａ／Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ　２０１８によって示されているように
）前記取り囲んでいる障害によって周期的に妨害される場合にも、回転又は局所アクティ
ベーション（この場合にも、シーケンス１、２、３、４、５）が、ＡＦをドライブするこ
とを継続しうることを示すことができる。第２のソースは、「衝突」又は「融合」と呼称
されるインターフェイスにおける解体を伴う、複合的なリズムのローター又は局所ソース
であってよい。第３に、解体されたアクティベーションは、クリアな回転又は局所活動を
伴うことなしに、解剖学的異常性９３０のサイトの近傍においてクラスタ化することもで
きる。ここで、１つ又は複数の構造的障害物９３０は、リズム異常を維持することができ
る。本発明の方式は、部分的回転又は部分的局所アクティベーションの特定の要素、構造
的要素、又はこれらの相互作用を示すアクティベーションがドライバでありうると判定す
ることができる。更には、本発明の方式は、心房の相対的に大きなエリアを制御する対象
の領域が、療法用の肥沃なエリアであると判定することができる。この判定は、詳述した
心臓マッピングに基づいてパーソナライズされたデジタルフェノタイプを伴う機械学習及
びその他の処理要素を使用することにより、それぞれの個人ごとに実施される。
【０１４９】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、療法が、リズム異常のために、パーソナライズされたデジタル
フェノタイプに対して適合されうる方式の例であり、これらのそれぞれは、電気ドライバ
を含むパーソナライズされたフェノタイプを示す。簡潔性を目的として、それぞれのケー
スにおける、リズム異常は、回転的なものとして示されているが、局所又は別のパターン
（例えば、反復的、部分的に局所、又は部分的に回転的なもの）でありうるであろう。図
１０Ａにおいて、ペーシング（１００５、１０１０）などの介入は、その空間的場所を制
限することにより、重要なドライバを変更し、これにより、それが動作することを継続し
つつ、細動コアのモーションを制限するべく、電気及び構造サイトにおいて遮断すること
ができる。このソースは、限られた空間的エリア１０２０内において歳差運動し、これに
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より、これを安定化しうる。いまや、療法は、これが固定され、これにより、複合的なリ
ズム障害を、治療が相対的に容易である局所的な心房頻脈などの、単純なリズム障害に変
換するように、ソースの歳差運動を制限するべく、適合させることができる。図１０Ｂに
おいて、療法はソースの空間的場所を意図的に変更し、重要なドライバを、例えば心臓の
不活発な領域などの、もはや維持しえない境界又は領域、或いは、場合によっては心臓の
外側、に押出し、これにより座を不安定化させるべく、適合されている。ペーシング１０
２５は、取り囲んでいる衝突波から重要なドライバを保護していた機能的ブロック（電気
）又は解剖学的ブロック（構造）の領域を通過する。到来ペーシング波は、治療が相対的
に容易でありうるサイトへのソース移動１０３５をもたらすか、或いは、障害物に遭遇し
、且つ、終了する。図１０Ｃにおいて、ペーシング１０４０は、取り囲んでいる波から重
要なドライバを保護していた機能ブロック（電気）又は解剖学的ブロック（構造）の領域
を通過し、こうしてソースを侵襲し、ソースを終了させる。この終了は、永久的な、又は
一時的なものであってよい。
【０１５０】
　図１１は、不整脈用の例示用の動作を示す。この好適な実施形態は、療法を提供するべ
く、ウェアラブル又は埋植型の装置によって検出される、或いは、電気生理学的研究にお
ける、心臓内エレクトログラム又はＥＣＧからの未加工電圧－時間データのストリームを
分析する。単純な不整脈のエレクトログラム１１００及び複合的な不整脈のエレクトログ
ラム１１０５が示されている。一例として、心拍リズム障害は、複合的なリズム障害ＡＦ
、ＶＦ、及び多形性ＶＴ、或いは、別の心拍リズム障害であってよい。
【０１５１】
　この例において、１１００及び１１０５内の信号は、アクティベーションの開始を表す
（例えば、心拍の）ディフレクション１１０３のみならず、ノイズ１１０８を表すディフ
レクションをも示す。ＡＦにおいて、複数の衝突波は、任意の１つの電極が、ローカル活
動に加えて、その他のサイトからの活動又はノイズを検出しうることを意味する。主要な
課題は、そのサイトにおける「ローカル」な心臓アクティベーションを表す、ＡＦ内のデ
ィフレクションを識別する、というものである。次いで、この情報は、取り囲んでいる障
害を有する活動をドライブしうる、組織化された回転又は局所アクティベーションの領域
を指し示すＡＦのマップを生成するべく、使用される。但し、真のアクティベーションが
、異なる方法によって検出される場合には、マップは、これらの特徴を曖昧にしうる。い
くつかの信号は、例えば、ノイズ１１０８などのように、（例えば、心拍の）識別可能な
アクティベーションの開始を示さない。このような信号は、アクティベーションの開始（
脱分極）の識別を潜在的に困難にする、且つ、クリアなグラウンドトゥルースをほとんど
有してはいない、心拍リズム障害によってもたらされる短い持続時間の複数のディフレク
ションを含む。従来の方法は、心臓アクティベーションの真のサイト対通常は１００ｍｓ
～２５０ｍｓという持続時間を有する再分極の穏やかな低逸脱スロープを示すべく、鋭い
変化ポイント及び脱分極の高スロープなどの特徴を使用する。これは、以下において、ア
クティベーション時間のグラウンドトゥルース及び単相アクション電位記録からの再分極
時間を使用することによってトレーニングされた、本発明の方式により、対処されている
。
【０１５２】
　そのタイムスタンプを有する、リアルタイムデータストリームは、ステップ１１２０に
おいて、システム用の入力を形成する。この個人用のその他の非ストリーミングデータは
、ステップ１１２３において、入力されている。ステップ１１２６は、（このケースにお
いては、エレクトログラムデータ用の）異なるデータタイプ、値を含む、行列Ｐによって
付与される、初期データパーティション又はデータベクトルを生成する。ステップ１１２
６からのパーティションは、パーソナルデータからの又は母集団データからの結果にリン
クされている。結果は、主観的なもの（症状）であってもよく、或いは、客観的なもの（
アブレーションによる急性的な終了又はＡＦからの慢性的な長期にわたる自由）であって
よい。
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【０１５３】
　ステップ１１２９～１１４７は、母集団のフェノタイプ（即ち、デジタルタクソノミー
）に対するパーソナルフェノタイプに対応する。ステップ１１２９は、ステップ１１３２
から入力されたすべてのパーソナルフェノタイプ及びすべての母集団タクソノミー（フェ
ノタイプ）をスキャニングする。
【０１５４】
　ステップ１１３８は、用途（エレクトログラム分析）及びフェノタイプについてチュー
ニングされた、ベクトルＸによって定義された受け入れ限度内の、パーソナル及び母集団
デジタルフェノタイプのマッチングを判定する。マッチングは、図５のステップ５４２に
対応するステップを使用することにより、実行されている。いくつかの方式が利用されう
るが、好ましい一実装形態は、機械学習を使用する。マッチングが発生した場合に、ステ
ップ１１４４は、デジタルタクソノミー及びデータベース１１４７を基準として参照する
データから、療法ターゲットを定義する。
【０１５５】
　ＡＦアブレーションターゲットとしての候補でありうる、フェノタイプは、エレクトロ
グラム特徴に加えて、臨床併存症（例えば、高肥満度指数、糖尿病、高血圧）、人口統計
（例えば、年齢、性別、事前アブレーションであるか又はそうではないか）、並びに、入
手可能な場合に、遺伝性、代謝、及びバイオマーカー情報の、学習された数学的組合せを
含む。
【０１５６】
　本発明の適用は、相対的に良好なＡＦマップを生成するために、ローカルな電気アクテ
ィベーションの識別を改善するべく、機械学習を使用しており、且つ、その人物内のＡＦ
にとって重要でありうる、回転又は局所活動以外の、特徴を識別するべく、パーソナルデ
ジタルフェノタイプを使用する。この用途用の特定のデジタルタクソノミーは、アブレー
ションがＡＦを終了させた又は終了させなかったサイトにおけるエレクトログラムを有す
る。これらのデータは、様々な方式によって生成されたマップを比較するための入力－出
力ペアとして機能する。例えば、局所又は回転ソース又は低電圧を示すなどの、ＡＦ終了
のサイトを説明するマップを生成する方式は、優秀な機械学習において、相対的に大きく
重み付けされている。これらのエレクトログラム特徴及び最適なマッピングは、異なる心
房サイズ、壁の厚さ（従って、電圧）、及び傷の広がりについて、患者ごとに異なりうる
。これは、要素１１０３及び１１０８において、ローカルアクティベーションとファーフ
ィールドアクティベーションとの間の弁別を支援しうる。
【０１５７】
　潜在的なエレクトログラムターゲットは、低電圧、（図１２のパターン１２０５によっ
て例示された）回転エレクトログラムパターン、局所アクティベーションパターン（即ち
、一貫性を有する遠心発散のサイト）、部分的な回転パターン、部分的な局所パターン、
高い優位周波数のサイト、高信号複雑性のサイト、並びに、（因果的役割をサポートする
）ＡＦの心房の大きな領域を制御しうるこれらのサイトのそれぞれを含む。それぞれのサ
イトは、一貫性を有する場合には、リズム障害の維持に重要である領域を通知しうる。本
発明は、パーソナルエレクトログラムフェノタイプとして、これらのエレクトログラム特
徴を臨床データと組み合わせている。
【０１５８】
　パーソナルデジタルフェノタイプは、「従来」のターゲットを超えて分析することによ
り、新規のエレクトログラムターゲットを識別するべく、使用することができる。例えば
、研究は、反復的なパターン、又は一時的な回転又は局所パターン、又は妨害された回転
又は局所パターンなどの、ターゲットは、いくつかの個人において不整脈を維持するべく
重要でありうる、ことを示唆する。本発明のこの好ましい実施形態は、個々の患者内にお
いて、好ましい結果に関係付けられうるものを判定することにより、これらのエレクトロ
グラム特徴を定義する。その結果、相対的に多くの個人からのデータが、ラベル付与され
、且つ、蓄積されるのに伴って、これが、デジタルタクソノミー内の数値分類となる。
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【０１５９】
　図１１を依然として参照すれば、ステップ１１５０～１１５９は、パーソナライズされ
たエレクトログラムに基づいたフェノタイプに基づいて、いくつかの療法選択肢を提供す
る。療法選択肢１１５０は、明瞭な電気ターゲットの範囲を定めている組織領域を識別す
る。患者に応じて、これは、構造とは無関係に、回転又は局所ソース／ドライバ、或いは
、その他の電気特徴であってよい。選択肢１１５３は、構造異常性の範囲を定めている組
織の領域をターゲットとする。特定の個人内のフェノタイプには、中間フェノタイプ（例
えば、健康状態の変化に伴って動的に変化しうる、電気又は構造的なもの）が存在しうる
。この場合にも、複数の形態の電気パターンが、この構造要素と共存しうると共に、且つ
、本発明は、パーソナル及び母集団データベース（１１４７）を更新するべく、これらの
サイトと関連する電気信号を保存することになる。両方のケースにおいて、選択肢１１５
５は、電気ペーシング又は機械ペーシング、或いは、遺伝子療法又は幹細胞療法、或いは
、薬剤療法を介して、これを変調するべく、外科的又は最小限に侵襲的なアブレーション
により、組織の破壊を含む療法を提供する。薬剤治療は、心房伝導速度を減少させるため
のクラスＩ作用物質と、不応性を延長するためのクラスＩＩＩ作業物質と、を含みうる。
ＡＦアブレーションは、組織を正確に除去しなくてもよく、且つ、線維症と境を接するタ
ーゲットエリア又は電気的な脆弱性のエリアを除去してもよい。また、療法は、これらの
領域に対する関係する組織、その神経供給、又はその他の変調する生物学的システムを対
象とすることができる。
【０１６０】
　選択肢１１５９は、（体重の減少、心室後負荷又はその他の因子の制御などの）ライフ
スタイルの変化を含む、その他のＡＦ療法選択肢を提供する。このパーソナライズされた
方式は、結果を改善することができ、所与の個人用の最大の予測初期成功を有する方式を
選択することによって反復介入を除去することができると共に、従って、治療における費
用及び遅延を低減することができる。
【０１６１】
　図１２Ａは、無償で入手可能なソース及びプロプライエタリなシステムから益々利用可
能である、ＡＦのマップについて示された、不整脈用の好適な実施形態の別の例を示す。
ＡＦマップ１２００は、領域１２０６及び１２０７内の特徴を示すべく、着色（シェーデ
ィング）され、且つ、注釈が付与されている。タイミング、形状、及び複雑性を含む、い
くつかの特徴が、重要なドライバでありうる。これは、推定回路内においてサイト１～５
用の回転アクティベーション時間シーケンス１２０５を使用することにより、或いは、θ
と表記された位相角度情報を使用することにより、識別されうる、（図示されている）回
転回路を含む。その他の新規の特徴は、機械学習された部分的な回転的、部分的な局所的
、且つ、反復的空間特徴を含む。マップは、商用ベンダーから、無償で入手可能なオンラ
インマッピングツール（Ａｌｈｕｓｓｅｉｎｉ、２０１７）から、或いは、その他の新し
いシステムから、入手可能なソフトウェアを使用することにより、生成することが可能で
あり、且つ、入力として使用することができる。これらのマップは、電気生理学的レコー
ダ、専用のマッピング機器、オンラインリソース、スマートフォンａｐｐ（例えば、図１
４Ｅを参照されたい）によって生成することが可能であり、且つ、システムに対して入力
１２２０としてストリーミングすることができる。図１１におけるように、例えば、年齢
、性別、臨床、撮像、遺伝性などの、パーソナライズされた入力データをステップ１２２
３において入力することができる。
【０１６２】
　ステップ１２２６は、ＡＦマップに基づいて、データパーティションを生成する。本発
明の利点の１つは、ちょうど心拍リズムを超えて延在するデータを使用することにより、
個人内の複合的なリズム障害の１つ又は複数のソースを識別する能力である。複合的な心
拍リズム障害は、混沌とした方式によって出現しうるが、複合的なリズム障害を生成する
べくアクティベーションが生じる、少数（１～５）のソースに起因したものでありうる。
ソースは、波、通常は、螺旋波、が、解体されたアクティベーションを生成するべく、生
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じる、回転回路（ローター）を含みうる。また、ソースは、解体されたアクティベーショ
ンを生成するべく、アクティベーションが遠心的に生じる、局所インパルス領域（局所ソ
ース）を含むこともできる。本発明の方式は、いくつかの個人において価値を有しうる、
反復パターン、或いは、一時的な回転又は局所パターン、或いは、妨害された回転又は局
所パターンなどの、更なるあまり十分に研究されてはいないターゲットと共に、その回路
タイプを識別する。
【０１６３】
　従来技術における主要な問題点は、いくつかの患者内のＡＦは、回転サイト又は局所サ
イトに強力に関係付けられうるが、その他の個人内のＡＦは、あまり強力ではない関係を
示しうると共に、更にその他の患者内のＡＦは、非常に異なるメカニズムを有しうる、と
いう点にある。また、ＡＦが、複数の併存症又は疾病の「最終的な共通経路」であり、こ
れは、異なるタイプのＡＦのいくつかを表しうる、というケースも存在する。現時点にお
いて、これらのタイプのＡＦは、分離することができない。本発明の方式は、心臓の機械
的及びその他の機能、磁気共鳴などの撮像からの心臓の構造異常性、並びに、年齢、性別
、人口統計、家族履歴を含む、臨床パラメータ、肥満、糖尿病の存在、遺伝性及び代謝プ
ロファイルのインデックスなどの併存症、に関するデータを含む、パーソナルデジタルフ
ェノタイプを生成するべく、詳細な臨床データを電気データに追加することにより、従来
技術を拡張する。極端な肥満を有する患者においては、例えば、ＡＦは、回転又は局所ド
ライバによって駆動されない場合があり、より構造的因子に依存する。タクソノミーは、
これらの臨床因子を考慮することになり、フェノタイプを生成することになり、且つ、相
応して療法を個別化することになる。異なる且つ／又はあまり高度ではない臨床因子を有
する別の患者においては、ＡＦは、特定の領域から駆動しうると共に（局所又は回転）、
且つ、これらのサイトは、主には、肺静脈の近傍において位置しうる。
【０１６４】
　ステップ１２２９は、ＡＦマップ上においてセンタリングされたフェノタイプを母集団
のデジタル（ベイズ）タクソノミー１２３２と比較する。ステップ１２３８は、ステップ
１２４１においてベクトルＸによって定義された受け入れ許容範囲限度を使用することに
より、図５のステップ５４２において記述されている機械学習などの方法を使用して比較
を実行する。ステップ１２４４は、デジタルタクソノミー及びデータベース１２４７から
のデータに照らした比較に基づいて、このＡＦフェノタイプにより、療法ターゲットを定
義する。
【０１６５】
　ステップ１２５０～１２５９は、パーソナルＡＦマップに合焦したフェノタイプに基づ
いた療法の選択肢を表す。選択肢１２５０は、明瞭な電気ターゲットの範囲を定めている
組織領域を識別する。患者に応じて、これは、構造とは無関係に、明瞭な回転又は局所ソ
ース／ドライバ、或いは、その他の電気特徴であってよい。選択肢１２５３は、構造異常
性の範囲を定めている組織の領域をターゲットとする。任意の形態の電気指紋が、この構
造要素内において存在しうると共に、本発明は、パーソナル及び母集団データベース１２
４７を更新するべく、これらのサイトと関連する電気信号を保存することになる。両方の
ケースにおいて、療法選択肢１２５９は、外科的又は最小限に侵襲的なアブレーションに
よる組織の破壊、電気ペーシング又は機械ペーシングを介した組織の変調、遺伝子療法又
は幹細胞療法、或いは、薬剤療法などの治療を含む。薬剤治療は、心房伝導速度を減少さ
せるためのクラスＩ作用物質と、不応性を延長するためのクラスＩＩＩ作用物質と、を含
みうる。ＡＦアブレーションは、組織を除去するためのみに使用されなくてもよく、線維
症と境を接するエリア又は電気的脆弱性のエリアをターゲットとしうる。また、療法は、
これらの領域に対する関係する組織、その神経供給、又はその他の変調する生物学的シス
テムを対象とすることもできる。
【０１６６】
　療法選択肢１２５６は、例えば、体重の減少、心室後負荷の制御、及びその他の因子な
どの、ライフスタイルの変化などの、その他のＡＦ療法方式を含む。この選択肢は、特に
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、ＡＦマップ上の明瞭ではないＡＦドライバ／ソースを有する患者などの、進行したＡＦ
を有する患者において有効でありうる。この選択肢は、身体表面ＥＣＧ情報（ステップ１
２２０）からのマップを非侵襲的に判定することにより、実現することができよう。全体
として、このパーソナライズされた方式は、所与の個人用の最大の予測初期成功を有する
、且つ、従って、治療における費用及び遅延を低減する、方式を選択することにより、結
果を改善する、且つ／又は、反復介入を除去／極小化する、メカニズムを提供する。
【０１６７】
　また、療法選択肢１２５６において、本発明の方式は、特定のデジタルフェノタイプ用
の不整脈の新規の療法として、抗炎症剤と免疫抑制を統合するべく、使用することができ
る。抗炎症療法は、ステロイド又は非ステロイド剤、移植のために使用される作用物質を
使用する免疫抑制、及び細胞療法を含みうる。
【０１６８】
　図１２Ｂ～Ｄは、アブレーション療法のガイドなどの、個人にパーソナライズされた心
拍リズム障害の原因を識別（マッピング）するための本発明の方式の有用性を示す。図１
２Ｂは、複合的なリズム障害における臨床エレクトログラムが、曖昧でありうると共に、
実験モデル（例えば、動物）内において原因（メカニズム）を確立するべく必要とされる
詳細情報をめったに提供しえない、という事実から生じる、充足されていないニーズを示
す。図１２Ｃは、本発明の方式が、個人に対してパーソナライズされた、実験モデル内に
おいてのみ以前に観察された、信号タイプを再構築するべく、臨床エレクトログラムを分
析することにより、このニーズに対処する方式の一例を示す。図１２Ｄは、これが、それ
ぞれの個人ごとに療法をパーソナライズするべく、不整脈の適合されたマップを生成しう
る方式を示す。図１２Ｂ～図１２Ｄは、心房細動（ＡＦ）の例を通じて、本発明の方式を
示すが、この例は、本発明の範囲の限定を意図したものではなく、これは、心房又は心室
のその他のリズム異常に、或いは、脳などのその他の臓器系内の電気障害に、適用するこ
とができる。
【０１６９】
　図１２Ｂを参照すれば、例示用の臨床ＡＦ信号１２６５は、近傍（ローカル）組織のア
クティベーションを恐らくは表しえない成分、即ち、偽のディフレクション、を含んでお
り、その理由は、これらが、細胞が回復しうるよりも迅速に発生するからである（再分極
は、通常、（Ｎａｒａｙａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌｌ　Ｃａｒｄｉｏｌ　２
００８によれば）、＞１２０～２００ｍｓである）。これは、外科的マッピングにおける
、人間の心臓との直接的な接触状態にある非常に小さな（例えば、０．３ｍｍ）電極の場
合にも、当て嵌まり（Ａｌｌｅｓｓｉｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　２０
１０）、且つ、患者の治療において専門家によって使用されている相対的に大きな電極（
２～４ｍｍ）に伴って、相対的に曖昧になる可能性が高い、ことに留意されたい。専門家
は、アクティベーションとして選択するべきそれぞれのＡＦ「拍動」からのディフレクシ
ョンについては不明な状態にあり、その理由は、回復（再分極）が未知であるからである
。パネル１２６７は、（専門家に基づいた規則：１次導関数（ｄＶ／ｄｔ）の最小値に基
づいて）臨床信号内の３つの受け入れ可能なディフレクションのうちの任意のものを選択
することにより、同一の記録から非常に異なるＡＦのマップが生成されることを示す（Ｚ
ａｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ａｒｒｈｙｔｈｍｉａ　ａｎｄ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ，２０１８）。パネル１２６９は、これらの臨床的に
マーキングされた信号のいくつかが、脱分極（ＭＡＰの開始、「０」）及び再分極（ＭＡ
Ｐのオフセット、「Ｅ」）を正確に表すことが示されている、基準信号－単相アクション
電位（ＭＡＰ）記録からのこれらの患者内のアクション電位－と実際に一致する場合があ
り、或いは、そのいずれもが実際に一致しない場合があることを示す。臨床ＡＦエレクト
ログラムのいくつかのディフレクションは、基準の開始又はオフセットと一致しておらず
、且つ、「ファーフィールド」（即ち、ローカルではなく、「Ｆ」）というラベルが付与
されている。
【０１７０】
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　図１２Ｃは、本発明の方法が、曖昧な臨床入力信号からＡＦ内の基準（アクション電位
、ＭＡＰ出力）を再構築する方式の一例を提供する。臨床信号内の複数のディフレクショ
ンは、ＭＡＰの開始１２７５（即ち、アクティベーション、脱分極）について、本発明の
方式により、自動的にタグ付けされており、この場合に、実線の垂直ラインは、「予測」
を表し、且つ、破線の垂直ラインは、「真」及びＭＡＰのオフセット１２７７（即ち、回
復、再分極）を通知する。それぞれのパネルは、それぞれのプロットの下部部分における
臨床ＡＦエレクトログラム及び上部部分におけるＭＡＰからの入力を伴って、独立的なラ
ベル付与されたトレーニングデータについて本発明の方式のこのコンポーネントをトレー
ニングした後の、ブラインド試験セットにおける、ＡＦの実際のデータ、即ち、具体化、
を示す。ＭＡＰの開始１２７５及びオフセット１２７７のラベル付与は、標準的な方式か
らの決定論的なものであった。開始パネル１２７５の下部境界に沿って観察されうるよう
に、脱分極及び再分極のマーキングにおける再構築における誤りは、非常に小さく（７．
２～１６．５ｍｓ）、その結果、人間専門家のマーキング誤り以内に十分に含まれている
。プロット１２７９は、ほぼ１００％の精度に収束するアルゴリズムを伴う、１６，５６
０個のＥＧＭ／ＭＡＰサンプルを有する機械学習アルゴリズムのトレーニング精度を示す
。機械学習は、臨床信号に対する適合を許容する、のみならず、患者タイプ（男性／女性
、異なる年齢、肥満度指数、併存症状態など）、信号記録の場所（右心房、左心房、近傍
の肺静脈、左心耳、左心房後壁、及びその他の領域）、並びに、その他の組織特性（例え
ば、組織のアクション電位との関係における信号特性を変更しうる、線維症の存在）に対
するパーソナライズをも許容する。
【０１７１】
　図１２Ｄは、患者用のＡＦ内の入力臨床信号を使用する、本発明のパーソナライズされ
たマッピング方式の実装形態を図式的に示す。臨床信号１２８１は、アブレーション又は
マッピングカテーテル１２８２などの、単一電極、或いは、円形１２８３、バスケット１
２８４、又はその他の形状のマッピングカテーテル内の複数の電極、を使用することによ
り、生成することができる。マッピング方式は、（図１２Ｃの単相アクション電位などの
）相対的に高度な詳細及び解釈可能性の信号を再構築するべく、機械学習アルゴリズム１
２８５（又は、当技術分野において既知の、その他のクラシファイア）を適用する。この
処理は、臨床信号のみの使用を通じて得られる、或いは、従来の専門家に基づいた規則に
よって分析される、であろうものとは異なりうる、不整脈マップ１２９０を結果的にもた
らす。これらのマップは、臨床記録カテーテルからの「機械学習されたＭＡＰマップ」又
は「仮想的なＭＡＰマップ」と呼称される。具体的には、結果的に得られた不整脈マップ
は、いくつかの患者が、１つ又は複数の組織化されたドライバ領域を有することを明らか
にしうる。これらは、心臓の大きな領域（１２９１）のその制御によって証拠付けられた
状態において、優勢でありうるか、或いは、これらは、心臓の相対的に小さな領域（１２
９２）のその制御によって証拠付けられた状態において、二次的でありうる。いくつかの
患者は、その時点において明らかなドライバ領域を有していない場合もあり、且つ、非常
に解体されたＡＦ（１２９３）を有する場合もある。これらの不整脈マップは、その個人
に対してパーソナライズされたアブレーションなどの療法をガイドするべく、使用するこ
とができる。また、この分析は、複合的な不整脈マップが時間に伴って変化するかどうか
を判定するべく、或いは、出現しうる、消失しうる、且つ、再出現しうる、二次的なドラ
イバ領域を識別するべく、反復的に実行することもできる。
【０１７２】
　人間心臓内のアクション電位マッピングを再構築するための本発明の方式の能力は、固
有のものである。この方式は、生きている患者内において、臨床信号の曖昧さを回避する
べくアクション電位をマッピングするが、生きている患者には適用されえない、絶対的基
準である、外植された人間心臓の光学撮像のプロセスを近似する（Ｈａｎｓｅｎ，Ｆｅｄ
ｏｒｏｖ　ｅｔ　ａｌ．，ＪＡＣＣ　Ｃｌｉｎ．Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌ．２０１
８）。本発明の方式は、解体されたリズム内の組織化された領域の識別を許容する。相対
的に大きなサイズを有する組織化された領域は、相対的に小さなサイズの組織化された領
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域よりも、優勢でありうると共に、療法用の相対的に良好なターゲットでありうる。この
ような領域を識別する能力は、アクション電位を再構築してはいない従来の方法において
は、利用可能ではない。
【０１７３】
　図１２Ｅは、本発明の方式が、曖昧な臨床入力信号１２９５から「仮想的信号バスケッ
トカテーテル」１２９７を生成しうる方式を図式的に示す。この例において、入力信号１
２９５は、機械学習アルゴリズム１２９６に入力される、入力バスケットプローブからの
ユニポーラエレクトログラムである。１２９８において、再構築された波形は、本発明が
、複数のリズム（例えば、図１２Ｃなどの、ＡＦ、ＶＴ、ＶＦ）用のラベル付与された基
準トレーニングデータについて既にトレーニング済みである、馴染み深い生理学的信号と
しての、アクション電位である。但し、特定のタスクのために最適化された、その他の生
物工学によって生成された信号タイプが生成されうる。１２９８における方形波は、再分
極の時点まで遮断された、ローカルな脱分極を示しており、これは、アクティベーション
マッピングに適しうる（偽のディフレクションを極小化する）。１２９８における勾配（
三角形、鋸歯）信号は、開示から再分極までの振幅における漸進的な勾配を示しており、
且つ、位相マッピングのために有用でありうる。既知のアクティベーション、回復、及び
レート情報を使用することにより、マッピング方式に対して最適化された、その他の形状
を設計することができる。それぞれの信号タイプは、本発明により、傷又は線維症の近傍
の領域用の相対的に小さな振幅（図示されている）、或いは、左心房内の僧帽弁峡部など
の厚い組織領域の近傍の相対的に大きな振幅などのような、個々の特性に対して適合させ
ることができる。いくつかのその他の信号タイプは、様々な用途用に再構築することが可
能であり、且つ、当業者に明らかとなろう。
【０１７４】
　本発明の方式は、（Ｎａｒａｙａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ　２０
１６によって説明されているように）回復（再分極）時間内に含まれていることから、再
分極のみならず、脱分極をも表現しておらず、且つ、従って、ファーフィールドでありう
る信号を識別することができない（偽陽性）、複合的な不整脈用のすべての従来のマッピ
ング方式とは異なっている。本明細書において記述及び図示されている実施形態は、機械
学習及びニューラルネットワークを利用するが、当業者には、記述されているように、複
数のパラレルアルゴリズムを含む、その他のクラシファイアが適用されうることが容易に
明らかとなろう。
【０１７５】
　図１３Ａは、機械学習アルゴリズムの例示用の図を示す。このケースにおいては、複数
の入力１３００が、入力層１３０２を介して提供されている。それぞれの入力は、データ
タイプに伴って異なることになる。例えば、エレクトログラムストリームは、複数のチャ
ネル用の電圧－時間を表す１次元アレイの行列の形態を有しうる。撮像データは、３次元
空間内のそれぞれの座標におけるボクセル又は２次元空間内のピクセルの強度（浮動小数
点整数）を表す行列として表すことができる。男性／女性の性別、年齢用の単純な変数を
表すべく、序数値を使用することができる。
【０１７６】
　接続が、それぞれの入力を隠蔽層１（１３０４）、隠蔽層２（１３０６）、．．．、隠
蔽層ｎ－１（１３０８）、及び隠蔽層ｎ（１３１０）内の１つ又は複数のノード（また、
「ニューロン」又は「要素」とも呼称される）とリンクする。全体として、隠蔽層１３１
２は、このシステムに対する入力データの複雑さに伴って変化しうる、可変数を有しうる
。隠蔽層１３１２は、限定を伴うことなしに、畳み込み、プーリング、ローカル接続され
た、反復、埋め込み、マージ、アクティベーション、正規化、ノイズ、ドロップアウト、
高密度、平坦化された、再成形、順序が変えられた、反復－ベクトル、規則化、マスキン
グ、層を含む、層の任意の直列の組合せであってよい。ネットワーク内のそれぞれの層又
は層のグループの実装形態は、別の層又は層のグループとは異なりうる。出力１３１４は
、分類タスクをコーディングする、１つ又は複数のノードを有しうる。特定の用途におい
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ては、これは、「心房細動の診断」、「はい」又は「いいえ」などの二値（整数）値であ
ってよい。その他のケースにおいて、出力は、０．０が不存在となる、１．０がその領域
内において連続的に存在することになる、且つ、０．７が時間のなんらかの割合において
間欠的であるが存在しうる、「心房細動におけるソース／ドライバの存在」などの、連続
的な変数によって付与されるスペクトル又は範囲によって表すことができる。
【０１７７】
　図１３Ｂにおいて、ステップ１３２０～１３４７は、ＡｌｅｘＮｅｔ（畳み込みニュー
ラルネットワーク）から変更された、別の例示用の実施形態を示しており、これは、（好
適な一実施形態である、図１２のＡＦマップ分析用の）画像入力のステップに入力しうる
。ステップは、画像入力、畳み込み、ＲｅＬＵ（ｒｅｃｔｉｆｉｅｄ　ｌｉｎｅａｒ　ｕ
ｎｉｔ）、クロスチャネル正規化、最大プーリング、最大及び平均プーリング層（図示さ
れている）、全結合層、並びに、所与の確率によって層の入力要素をゼロに設定するドロ
ップアウト層を循環する。分類問題の場合に、Ｓｏｆｔｍａｘ層又はバイナリクロスエン
トロピー層は、最後の全結合層を辿らなければならない。ステップ１３２０は、ネットワ
ークに対する入力（例えば、画像）を表す。ステップ１３２３～１３２６は、２つの連続
的なブロック畳み込み（Ｃｏｎｖ）、アクティベーション（ＲｅＬＵ）、バッチ正規化（
ＢＮ）、及びＭａｘプーリング（ＭＰ）ＣＮＮ層を表す。ステップ１３２９～１３３５は
、３つの連続的なＣｏｎｖ及びＲｅＬＵブロックを表す。ステップ１３３８～１３４１は
、全結合（ＦＣ）、ＲｅＬＵ、及びドロップアウト（ＤＰ）ブロックの２つの連続的なブ
ロックを表す。１３４４は、１つのＦＣブロックを表しており、１３４７は、バイナリク
ロスエントロピー出力分類層を表す。上述の畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）
は、ＰｙｔｈｏｎにおけるＡｌｅｘＮｅｔ実装形態の一例示である。限定を伴うことなし
に、異なる演算プラットフォームにおいて、Ｉｎｃｅｐｔｉｏｎ－ｖ３、ＲｅｓＮｅｔ－
５０、ＲｅｓＮｅｔ－１０１、ＧｏｏｇＬｅＮｅｔ、ＶＧＧ－１６、ＶＧＧ－１９、及び
ＤｅｎｓｅＮｅｔを含む、その他のネットワークを使用することができる。特定のネット
ワーク設計は、望ましいデータのすべてを内蔵するべく、実装することができる。その他
のネットワークアーキテクチャを利用することが可能であり、その選択については、当業
者に容易に明らかとなろう。
【０１７８】
　図１４Ａ～図１４Ｅは、図１３Ａ及び図１３Ｂの実施形態を使用することにより、具体
化された、本発明の方法に伴う処理の例示用の結果を提供する。図１４Ａは、回転を示す
サブ領域と、回転を有していないサブ領域と、にセグメント化された、位相分析によって
生成されたＡＦマップを示す。図１４Ｂは、ＡＦの重要領域を検出するための非常に高精
度を有するＣＮＮのトレーニング振る舞いのプロットであり、この場合に、局所化された
アブレーションが、肺静脈隔離の前に持続的なＡＦを終了させている。これらのデータは
、試験データ、即ち、畳み込みニューラルネットワークのトレーニングのためには使用さ
れなかったデータ、に関する、＞９０％の精度の結果を示す。
【０１７９】
　図１４Ｃは、不整脈疾病における機械学習を解釈するための、本発明の方式の固有の一
態様を示す。解釈可能性の欠如は、大部分の従来の機械学習アプリケーションの制限であ
ると見なされていることから、本発明の方式は、その学習されたパターン用の解釈可能性
を提供するように、設計されている。図１４Ｃは、トレーニング済みのネットワークがそ
の分類を実現した方式を図式的に説明する。いくつかの方式が、使用されうると共に、当
業者に馴染み深いものとなろう。図示のプロセスは、ＲＲ．Ｓｅｌｖａｒａｊｕらによっ
て設計されたＧｒａｄ－ＣＡＭ（Ｇｒａｄｉｅｎｔ－ｗｅｉｇｈｔｅｄ　Ｃｌａｓｓ　Ａ
ｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｍａｐｐｉｎｇ）であり、これは、画像上の微細な詳細を強調表示
するべく、ＣＡＭのクラス条件付きプロパティを既存のピクセル－空間勾配視覚化技法と
融合する。Ｇｒａｄ－ＣＡＭは、アーキテクチャの変更又は再トレーニングを伴わない、
全結合層（例えば、ＶＧＧ１９）を有するＣＮＮ、構造化された出力に使用されるＣＮＮ
（例えば、キャプショニング）、マルチモード入力を有するタスクにおいて使用されるＣ
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ＮＮ（例えば、ＶＱＡ）、或いは、強化学習を含む、様々なＣＮＮモデルファミリーに適
用可能でありうる。
【０１８０】
　図１４Ｃにおいて、入力マップ１４０５は、標準的なマッピング方式を使用することに
より、取得された、ＡＦ内の回転アクティベーションを示す画像である。入力マップ１４
０５からのデータは、機械学習のために変換されおり、且つ、１４０７において、例えば
、「回転存在」などの、予測されたラベル（１／０）を生成するべく、入力ベクトルの順
方向伝播が、トレーニング済みのＣＮＮ（Ｃｏｎｖ５＋ＲｅＬＵ）を通じて実行されてい
る。ステップ１４０９において、それぞれの畳み込み層との関係において出力ラベル（１
／０）の勾配を演算するべく、逆方向伝播アルゴリズムが実行されており、このそれぞれ
は、畳み込み層（ｍ，ｎ，ｋ）と等しい次元のニューロン重要性重みを表す。ステップ１
４１１において、値が、ｍ及びｎに沿って平均化されており、その結果、サイズ（ｋ）の
ベクトルがもたらされている。ステップ１４１３において、平均勾配ベクトルと第３次元
（ｋ次元）に沿った畳み込み層の出力との間のドット積が、ｍ×ｎ行列１４１５を結果的
にもたらしており、この場合に、相対的に大きな値１４１７は、相対的に小さな値１４１
８よりも重要な領域を表す（図示の容易性を目的として、畳み込み層のみが示されている
）。熱マップ１４１５においては、相対的に温かい色（色スペクトルの上端部における、
色スケール１４１９において「赤色」、「黄色」、「緑色」、「青色」とラベル付与され
たもの）は、分類の最大の責任を担っているトレーニング済みのネットワークの領域を通
知する。換言すれば、これらは、ネットワークがその決定を下す方式を通知する。
【０１８１】
　図１４Ｄは、図１４Ｃのプロセスの結果の例を提供する。入力マップ１４２０は、６４
歳の男性におけるＡＦの対象である単一のサイト（回転活動）を示す。トレーニング済み
のネットワークは、このサイトを検出することが可能であり、且つ、結果的に得られた熱
マップ１４２２は、回転活動のサイトとして専門家によってコーディングされたであろう
、心臓内の場所１４２３を正確に示す。７４歳の男性におけるＡＦを示す、入力マップ１
４２５からの、熱マップ１４２６は、専門家によって選択されたであろう、サイトとの優
れた一致を示す、Ｇｒａｄ－ＣＡＭ処理によって自動的に識別された、対象の２つの同時
の領域１４２７を通知する。入力マップ１４３０は、６５歳の男性におけるＡＦを示して
おり、熱マップ１４３１が、専門家によって同様にフラグ付けされたであろう、それぞれ
の領域１４３２を正確に示す、対象の３つの領域が、Ｇｒａｄ－ＣＡＭによって図示及び
検出されている。
【０１８２】
　以上のネットワークの「説明性」分析は、トレーニング済みのネットワークが、ＡＦの
病理生理学（原因）における明白なトレーニングを伴うことなしに、専門家によって選択
されたであろう、特徴を経験的に識別することにより、その成功的な分類決定を下したこ
とを示す。全体として、一連の３５人の患者及び１７５，０００個の画像において、この
方式は、＞９０％の感度及び＞９０％の特異度により、専門家によって選択されたであろ
う、特徴を識別する。
【０１８３】
　異なる解釈可能性分析が、使用されうると共に、当業者には明らかとなろう。Ｇｒａｄ
－ＣＡＭは、トレーニング済みのＣＮＮの変更を必要とはしておらず、且つ、自動化され
うるが、その他の方式を使用することができる。１つの方式は、異なる層から特徴を抽出
し、それらを画像として視覚化し、且つ、特定の特徴についてそれらを視覚的に分析する
、というものである。入力の各部分が、体系的に省略及びグレーアウトされ、且つ、その
重要性が、結果的に得られる分類の変化によって推定されている、感度分析が提案される
。このような方法は、複数の同時の領域を同時に精査することが困難であることから、制
限される場合があり、その理由は、入力の各部分を省略することにより、分類のアーチフ
ァクト特徴が生成されうると共に、表現を変更することにより、ネットワーク予測におけ
るコンフィデンスが基本的に変更されうる、からである。異なる解釈可能性分析において
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、ネットワークは、専門家によって識別されたものとは異なる特徴を識別する場合がある
。これは、本発明のそれぞれの実施形態において、利点又は欠点でありうる。
【０１８４】
　図１４Ｅは、カスタム設計されたスマートフォンａｐｐにおけるデータの例示用のユー
ザーインターフェイスディスプレイを示す。ディスプレイパネル１４４０は、撮像／マッ
ピングシステムからのデジタル的に取得されたパーソナルデータからの終了のサイトを示
す。この例示用の表示は、ラベル付与された、左上肺静脈（ＬＳＰＶ）、左下肺静脈（Ｌ
ＩＰＶ）、右上肺静脈（ＲＳＰＶ）、及び右下肺静脈（ＲＩＰＶ）を有する、左心房を示
す。終了のサイトは、この特定の患者の丸で囲まれたエリア１４４２内の損傷に対応する
。パーソナルデジタルデータ１４４５は、洞リズムに対するＡＦの終了におけるエレクト
ログラムを示す。表示パネル１４５０は、スマートフォンａｐｐ内において稼働する無償
で入手可能なオンライン方法によって生成された、ＡＦマップのパーソナルストリーミン
グデータを示す。表示パネル１４５５は、パーソナライズされた療法用の重要なサイトを
識別するための医師との間における対話型入力を示す。
【０１８５】
　図１５は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、
タブレットＰＣ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇ
ｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、モバイル装置、パームトップコンピュータ、ラップト
ップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、通信装置、制御システム、ウェブアプラ
イアンス、或いは、その機械によって実行されるべきアクションを規定する命令の組を（
順番に又はその他の方法で）実行する能力を有する任意のその他の機械などの、様々な装
置に内蔵されうる、本発明の方法を実装するべく使用されうるコンピュータシステムを図
式的に示す。更には、単一のコンピュータシステム２３００が示されているが、「システ
ム」という用語はまた、１つ又は複数の演算機能を実行するべく命令の１つの組又は複数
の組を個々に又は協働して実行しうる、システム又はサブシステムの任意の集合体を含む
べく、解釈することを要する。
【０１８６】
　図１５に示されているように、コンピュータシステム２３００は、例えば、中央処理ユ
ニット（ＣＰＵ：ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）、グラフィクス処
理ユニット（ＧＰＵ：ｇｒａｐｈｉｃｓ－ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）、或いは、
これらの両方などの、プロセッサ２３０２を含みうる。コンピュータシステムは、バス２
３２６を介して互いに通信しうる、メインメモリ２３０４及びスタティックメモリ２３０
６を含みうる。図示されているように、コンピュータシステム２３００は、液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ：ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）、有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ：ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）、フラット
パネルディスプレイ、半導体ディスプレイ、又は陰極線管（ＣＲＴ：ｃａｔｈｏｄｅ　ｒ
ａｙ　ｔｕｂｅ）などの、ビデオ表示ユニット２３１０を更に含みうる。これに加えて、
コンピュータシステム２３００は、キーボードなどの入力装置２３１２と、マウスなどの
カーソル制御装置２３１４と、を含みうる。また、コンピュータシステム２３００は、ド
ライブユニット２３１６、スピーカ又は遠隔制御装置などの信号生成装置２３２２、並び
に、ネットワークインターフェイス装置２３０８を含みうる。
【０１８７】
　特定の一実施形態において、図１５に描かれているように、ドライブユニット２３１６
は、例えば、ソフトウェアなどの、命令の１つ又は複数の組２３２０が保存される、コン
ピュータ可読媒体２３１８を含みうる。ドライブユニット２３１６は、ディスクドライブ
、サムドライブ（ＵＳＢフラッシュ装置）、或いは、その他のストレージ装置であってよ
い。更には、命令２３２０は、本明細書において記述されている方法又はロジックの１つ
又は複数をも実施することができる。特定の一実施形態において、命令２３２０は、コン
ピュータシステム２３００による実行の際に、完全に、或いは、少なくとも部分的に、メ
インメモリ２３０４、スタティックメモリ２３０６、及び／又はプロセッサ２３０２内に
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おいて存在しうる。また、メインメモリ２３０４及びプロセッサ２３０２は、コンピュー
タ可読媒体をも含みうる。
【０１８８】
　一代替実施形態においては、本明細書において記述されている方法のうちの１つ又は複
数を実装するべく、アプリケーション固有の集積回路（ＡＳＩＣ：ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、プログラム可能なロ
ジックアレイ（ＰＬＡ：ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ａｒｒａｙ）、及びそ
の他のハードウェア装置などの、専用のハードウェア実装形態を構築することができる。
様々な実施形態の装置又はシステムを含みうる用途は、様々な電子及びコンピュータシス
テムを広範に含みうる。本明細書において記述されている１つ又は複数の実施形態は、モ
ジュールの間において且つモジュールを通じて、或いは、用途固有の集積回路の一部分と
して、伝達されうる、関係する制御及びデータ信号を有する、２つ以上の特定の相互接続
されたハードウェアモジュール又は装置を使用することにより、機能を実装することがで
きる。従って、本システムは、ソフトウェア、ファームウェア、及びハードウェア実装形
態を包含する。
【０１８９】
　様々な実施形態によれば、本明細書において記述されている方法は、プロセッサ可読媒
体内において有体的に実施されたソフトウェアプログラムによって実装することができる
と共に、プロセッサによって実行することができる。更には、例示用の非限定的な実施形
態において、実装形態は、分散処理、コンポーネント／オブジェクト分散処理、及びパラ
レル処理を含みうる。或いは、この代わりに、本明細書において記述されている方法又は
機能のうちの１つ又は複数を実装するべく、仮想コンピュータシステム処理を構築するこ
ともできる。
【０１９０】
　また、コンピュータ可読媒体は、ネットワーク２３２４に接続された装置が、ネットワ
ーク２３２４上において、音声、ビデオ、又はデータを伝達しうるように、命令２３２０
を含み、且つ、命令２３２０を受け取り、且つ、伝播された信号に応答して実行するもの
と想定されている。更には、命令２３２０は、ネットワークインターフェイス装置２３０
８を介して、ネットワーク２３２４上において送信又は受信することもできる。
【０１９１】
　コンピュータ可読媒体は、単一の媒体として示されているが、「コンピュータ可読媒体
」という用語は、中央集中化された又は分散されたデータベース及び／又は命令の１つ又
は複数の組を保存する関連するキャッシュ及びサーバーなどの、単一の媒体又は複数の媒
体を含む。また、「コンピュータ可読媒体」という用語は、プロセッサによる実行のため
の、或いは、コンピュータシステムが本明細書において開示されている方法又は動作のう
ちの任意の１つ又は複数を実行するようにする、命令の組を保存、エンコーディング、又
は担持する能力を有する任意の媒体を含むことになる。
【０１９２】
　以上の内容は、疾病のパーソナライズされたデジタルフェノタイプを生成するためのシ
ステム及び方法の実施形態について記述しており、これらのフェノタイプは、療法をパー
ソナライズするべく、デジタルタクソノミーと比較されている。特定の例示用の実施形態
について記述されているが、本発明の相対的に広い範囲を逸脱することなしに、様々な変
更及び変形が、これらの実施形態に対して実施されうる、ことが明らかであろう。従って
、本明細書及び図面は、限定的な意味ではなく、例示を目的としたものであると見なすこ
とを要する。本明細書の一部分を形成する添付図面は、限定ではなく、例として、主題が
実施されうる特定の実施形態を示す。図示の実施形態は、当業者が本明細書において開示
されている教示内容を実施することを可能にするべく、十分詳細に記述されている。構造
的且つ論理的な置換及び変更が、本開示の範囲を逸脱することなしに、実施されうるよう
に、その他の実施形態が、利用されうると共に、これから導出されうる。従って、この詳
細な説明は、限定の意味において解釈されるべきではなく、且つ、様々な実施形態の範囲
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は、添付の請求項に付与される均等物の最大範囲を伴って、添付の請求項によってのみ、
定義される。
【０１９３】
　このような本発明の主題の実施形態は、本明細書においては、個別に且つ／又は集合的
に、利便を目的として、且つ、複数が実際に開示されている場合には、本出願の範囲を任
意の単一の発明又は発明概念に自発的に限定する意図を伴うことなしに、単に、「発明」
という用語により、呼称されている場合がある。従って、特定の実施形態が本明細書にお
いて図示及び記述されているが、同一の目的を実現するべく算出された任意の構成が、図
示の特定の実施形態を代替しうることを理解されたい。
【０１９４】
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