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(57)【要約】
【課題】多くの臨床応用および設定で、血管内電位図を
得て、これを使用するためのデバイスおよび方法を提供
する。
【解決手段】一実施例では、カテーテル等の留置医療デ
バイスの位置を決定するために、皮膚に基づくＥＣＧ波
形のピークの検出に基づいて、血管内ＥＣＧ波形の分析
をトリガーするための方法が開示されている。別の実施
例では、検出されたＰ波のエネルギのデータを分析する
ことによって、カテーテルまたは他の医療デバイスの血
管系内の位置を決定できる。更に別の実施例では、無菌
領域を通して使用可能に接続するために磁気で接続した
デバイスを開示する。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の身体内の留置医療デバイスの位置を特定するための方法において、
　第１ＥＣＧ波形の第１ピークを検出する工程と、
　前記第１ピークが検出されたときに、第２ＥＣＧ波形の分析をトリガーする工程と、
　前記第２ＥＣＧ波形の第２ピークを検出する工程と、
　前記留置医療デバイスの一部分の位置を前記第２ピークの特徴に基づいて決定する工程
と
　を備える、位置を特定するための方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、
　更に、前記第２ピークを反復的に検出する工程を備え、
　前記位置を決定する工程は、更に、前記第２ピークが反復的に検出される場合の前記特
徴の変化に基づいて、前記留置医療デバイスの前記一部分の前記位置を決定する工程を備
える
　位置を特定するための方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記第１ＥＣＧ波形は、皮膚に配置された第１電極を介して取得され、
　前記第２ＥＣＧ波形は、前記身体内の位置に向けられた導電路に使用可能に接続された
第２電極を介して取得され、
　前記留置デバイスは、カテーテルを含み、
　前記留置デバイスの前記一部分は、前記カテーテルの遠位チップを含む
　位置を特定するための方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記第２ＥＣＧ波形の分析をトリガーする工程は、更に、前記身体内の血管内に配置さ
れた前記第２電極を介して、前記分析をトリガーする工程を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記第１ピークを検出する工程および前記第２ピークを検出する工程は、更に、
　　皮膚に配置された前記第１電極を介して取得された第１ＥＣＧ波形における、Ｒ波ピ
ークを有する第１ピークを検出する工程と、
　　前記第２ＥＣＧ波形における、Ｐ波ピークを有する第２ピークを検出する工程と
　を備える、位置を特定するための方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、
　更に、前記第１ＥＣＧ波形および前記第２ＥＣＧ波形をディスプレイの第１部分に同時
に描く工程を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、更に、
　前記第１ＥＣＧ波形および前記第２ＥＣＧ波形の現在の図をディスプレイの第１部分に
同時に描く工程と、
　前記第１ＥＣＧ波形および前記第２ＥＣＧ波形の過去の図を前記ディスプレイの第２部
分に描く工程と
　を備える、位置を特定するための方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の位置を特定するための方法であって、更に、
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　前記留置医療デバイスの前記一部分の前記身体内での位置を表す位置アイコンを、前記
ディスプレイの一部分に描く工程と、
　前記留置医療デバイスの前記一部分の前記位置の反復的な決定に従って、前記位置アイ
コンを更新して描く工程と
　を備える、位置を特定するための方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記位置アイコンを描く工程は、更に、前記患者の心臓の描写画像に重ねて前記位置ア
イコンを描く工程を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、
　更に、前記第１ＥＣＧ波形および第２ＥＣＧ波形のうちの少なくとも１つを、ワイヤレ
ス伝送を介して、携帯電話または手持ち操作可能なデバイスのディスプレイ上に描く工程
を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記第２ＥＣＧ波形の前記分析をトリガーする工程は、カテーテル位置特定装置のプロ
セッサによって、自動的に実行される
　位置を特定するための方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記第１ＥＣＧ波形の前記第１ピークとしてＲ波ピークを検出する工程は、不整脈によ
って前記第１ＥＣＧ波形にＰ波ピークが存在しない場合であって、前記第２ＥＣＧ波形に
Ｐ波セグメントの少なくとも一部が存在する場合に、実行される
　位置を特定するための方法。
【請求項１３】
　患者の身体内の留置医療デバイスの位置を特定するための方法であって、
　前記医療デバイスに連結された電極であって、患者の前記身体内への導電路を介して血
管内ＥＣＧ信号を検知する電極を介して、ＥＣＧ波形のＰ波を検出する工程と、
　前記Ｐ波の正の振幅の量と、前記Ｐ波の負の振幅の量と、のうちの、少なくとも一方を
計算する工程と、
　前記Ｐ波の前記正の振幅および前記負の振幅のうちの少なくとも一方の前記計算された
量に基づいて、前記留置医療デバイスの一部分の位置を決定する工程と
　を備える、位置を特定するための方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の位置を特定するための方法であって、
　更に、前記留置医療デバイスの前記一部分の前記決定された位置をディスプレイ上に描
く工程を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の位置を特定するための方法であって、
　更に、前記ＥＣＧ信号の前記検出されたＰ波をディスプレイ上に描く工程を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記正の振幅の量は、前記ＥＣＧ波形のベースラインよりも上方のＰ波の振幅の量を含
み、
　前記負の振幅の量は、前記ＥＣＧ波形のベースラインよりも下方のＰ波の負の振幅の量
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を含む
　位置を特定するための方法。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記Ｐ波を検出する工程、前記量のうちの少なくとも１つを計算する工程、および、前
記位置を決定する工程は、反復的に実行されて、それによって、前記Ｐ波の前記正の振幅
および前記負の振幅のうちの少なくとも１つの前記量の経時的変化が決定される
　位置を特定するための方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記留置医療デバイスの前記一部分の前記位置を決定する工程は、更に、前記Ｐ波の前
記振幅が正であり、正の振幅が増加している場合に、前記留置医療デバイスの前記一部分
が、前記患者の心臓の洞房結節の上方にあり、かつ、該洞房結節に向かって移動している
ことを決定する工程を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記留置医療デバイスの前記一部分の前記位置を決定する工程は、更に、前記Ｐ波の前
記振幅が負であり、負の振幅が増加している場合に、前記留置医療デバイスの前記一部分
が、前記洞房結節の下方にあり、かつ、該洞房結節から遠ざかる方向に移動していること
を決定する工程を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項２０】
　請求項１３に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記Ｐ波を検出する工程、少なくとも１つの量を計算する工程、および前記位置を決定
する工程のうちの少なくとも１つを携帯電話または携帯式デバイスによって少なくとも部
分的に制御し、または、モニタする
　位置を特定するための方法。
【請求項２１】
　無菌領域内の第１導電性構成要素を、前記無菌領域の外部の第２導電性構成要素に電気
的に接続するための接続デバイスであって、
　導電性表面を有する本体であって、該導電性表面が磁性であるように磁気要素が設けら
れた本体を備え、
　前記第２導電性構成要素は、前記接続デバイスに電気的に接続され、
　前記第１導電性構成要素は、前記接続デバイスに電気的に接続され、
　前記第１導電性構成要素の前記接続デバイスへの電気的な接続は、前記第１導電性構成
要素の磁気的に引き付け可能なコネクタを、前記導電性表面に手で触ることなく、前記導
電性表面上に配置することによって、前記コネクタが前記導電性表面に磁気で固定される
ように行われる
　接続デバイス。
【請求項２２】
　無菌領域内の第１導電性構成要素を、前記無菌領域の外部の第２導電性構成要素に電気
的に接続するための接続デバイスであって、
　カップ状レセプタクルを有する本体であって、該レセプタクル内に導電性表面を有する
本体と、
　前記カップ状レセプタクルに近接して配置された磁気要素と
　を備え、
　前記第２導電性構成要素は、前記接続デバイスに電気的に接続され、
　前記第１導電性構成要素は、前記接続デバイスに電気的に接続され、
　前記第１導電性構成要素の前記接続デバイスへの電気的な接続は、前記導電性第１構成
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要素のコネクタの一端を、前記接続デバイスの表面に手で触ることなく、前記接続デバイ
スの前記カップ状レセプタクルに挿入することによって、前記コネクタが前記カップ状レ
セプタクル内の前記導電性表面に磁気的に固定されるように行われる
　接続デバイス。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の接続デバイスであって、
　前記第１導電性構成要素の前記コネクタは、堅く、細長い本体の一端に配置されている
　接続デバイス。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の接続デバイスであって、
　前記第１導電性構成要素は、ＥＣＧリードを備え、
　前記第２導電性構成要素は、ＥＣＧシステムに接続するための紐状接続手段を備える
　接続デバイス。
【請求項２５】
　不整脈の患者の身体内の留置医療デバイスの位置を特定するための方法であって、
　前記医療デバイスに連結された電極であって、前記患者の前記身体内への導電路を介し
て血管内ＥＣＧ信号を検知する電極を介して、ＥＣＧ波形のＰ波の少なくとも一部を検出
する工程と、
　前記Ｐ波部分の正の振幅の量と、前記Ｐ波部分の負の振幅の量と、前記Ｐ波部分の電気
エネルギの量と、のうちの、少なくとも１つを計算する工程と、
　前記Ｐ波部分の前記正の振幅および前記負の振幅のうちの少なくとも一方の前記計算さ
れた量に基づいて、前記留置医療デバイスの一部分の位置を決定する工程と
　を備える、位置を特定するための方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記Ｐ波部分の正の振幅の前記量と、前記Ｐ波部分の負の振幅の前記量と、のうちの、
少なくとも一方を計算する工程は、更に、前記Ｐ波部分の正の振幅の前記量と、前記Ｐ波
部分の負の振幅の前記量と、のうちの、少なくとも一方の周波数を検出する工程を備える
　位置を特定するための方法。
【請求項２７】
　患者の身体内の留置医療デバイスの位置を特定するための方法であって、
　皮膚に配置された電極を介して皮膚ＥＣＧ波形を検出する工程と、
　前記医療デバイスに結合された電極であって、前記患者の前記身体内への導電路を介し
て血管内ＥＣＧ信号を検知する電極を介して、血管内ＥＣＧ波形を検出する工程と、
　前記皮膚ＥＣＧ波形および前記血管内ＥＣＧ波形の現在の図を第１ウィンドウに表示す
る工程と、
　前記皮膚ＥＣＧ波形および前記血管内ＥＣＧ波形の過去の図を第２ウィンドウに表示す
る工程と
　を備える、位置を特定するための方法。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記皮膚ＥＣＧ波形および前記血管内波形は、時間が同期した態様で表示され、
　前記第１ウィンドウおよび前記第２ウィンドウは、単一のユーザインタフェースに含ま
れる
　位置を特定するための方法。
【請求項２９】
　請求項２７に記載の位置を特定するための方法であって、
　前記血管内ＥＣＧ信号を検知する前記電極は、前記患者の血管系内の前記医療デバイス
に含まれる
　位置を特定するための方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００９年１月１２日に出願された米国仮特許出願第６１／２１３，４７４号
の利益を主張する２０１０年６月１４日に出願された米国特許出願第１２／８１５，３３
１号の一部継続出願である、２０１０年８月１０日に出願された米国特許出願第１２／８
５４，０８３号の一部継続出願である。これらの出願に開示された全ての内容は、参照に
よって本明細書の開示の一部とされる。本願は、更に、２０１０年２月２日に出願された
米国仮特許出願第６１／２８２，３９７号の利益を主張するものである。この出願に開示
された全ての内容は、参照によって本明細書の開示の一部とされる。
【背景技術】
【０００２】
　心臓の刺激伝導系は、特定の電気信号を発生させ、その電気エネルギ分布および挙動は
、胸腔内の特定の位置および／または特定の心機能もしくは状態を示す。血管内で、即ち
、血管内からまたは心臓内から計測した場合、心血管系の特定の位置の確認および／また
は機能状態が通常であるか或いは異常であるかの確認に、心臓の電気活動の特定のパラメ
ータを使用できる。更に、位置および状態の種類を局所的におよび正確に確認することに
よって、こうした状態の治療を最適化でき、治療効果を実時間でモニタできる。
【０００３】
　代表的には、二種類の臨床応用が取り組まれている。第１の臨床応用は、心血管系を通
した血管内デバイスの案内に関し、第２の臨床応用は、心臓の電気活動の非侵襲的または
低侵襲的な遠隔モニタリングである。
【０００４】
　例えば、以下に列挙する多くの臨床応用で、血管内カテーテルの案内、位置決めおよび
配置確認が必要とされる。
【０００５】
１．例えばＣＶＣ、ＰＩＣＣ、皮下埋込型ポート等の中心静脈アクセス
【０００６】
２．血液透析カテーテル
【０００７】
３．ペースメーカリードの配置
【０００８】
４．血行動態モニタカテーテル、例えば、スワンガンツカテーテルおよび中心静脈圧モニ
タカテーテル
【０００９】
５．左心内へのガイドワイヤおよびカテーテルの案内
【００１０】
　カテーテルチップの位置が、患者の安全、手順の持続時間および成功にとって非常に重
要である。カテーテルチップのターゲット位置を確認するための今日の至適基準は、胸部
Ｘ線である。更に、現在、胸部Ｘ線確認の限界を越えようとする、電磁技術およびＥＣＧ
に基づく、二種類の実時間案内製品が市販されている。病院では、実時間案内が使用され
ると、Ｘ線の照射数、手順に要する時間、および、手順に要する費用に関して改善がなさ
れる。実時間案内を行った場合、最初の成功率は、７５％乃至８０％から９０％乃至９５
％まで向上する。更に、ＥＣＧ案内が使用される病院、例えば、イタリア、ベルギー、ド
イツの病院では、患者の９０％以上について胸部Ｘ線による確認が行われていない。米国
では、主に電磁システムが使用されているのに対し、ヨーロッパでは、主にＥＣＧを用い
たシステムが使用されている。技術の採用に関する米国およびヨーロッパの市場間の相違
を決定する他の要因には、以下のものがある。ａ）治療を行うことを許された、健康管理
に携わる職員の種類（米国では、看護士が柔軟に対応する）、ｂ）設置されたデバイスの
種類（米国では、ＰＩＣＣがますます一般的に配置されてきている）、ｃ）価格感受性（
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ヨーロッパの市場は、価格感受性が高いと思われる）、ｄ）現在の案内デバイスは、特定
の製造者によって専ら彼らのカテーテルで正常に機能するように商業化されている（案内
システムの市場参入度は、カテーテル製造者の市場参入度を反映している）。
【００１１】
　ターゲットチップ位置がどこに、例えばＳＶＣの下１／３またはＲＡになければならな
いのかに関して、様々な意見があった。従って、案内技術は、これらの位置を識別できな
ければならない。現在の至適基準である胸部Ｘ線は、代表的には、２ｃｍよりも優れた精
度を必要とする、こうした識別を必ずしも行うことができなかった。更に、ＥＣＧを用い
たシステムは、心臓の活動に関する生理的情報を使用するので、案内配置を行う上での性
能が、生体構造に対して正確である。これは、血管系内のカテーテルチップと、代表的に
は患者の胸部に配置された外部基準と、の間の距離を計測する電磁的案内システムには当
てはまらない。この特徴によって、胸部Ｘ線に代わって至適基準となる可能性がある、カ
テーテル配置の最終的な結果を映像等で記録することに、ＥＣＧを用いたシステムを使用
できる。
【００１２】
　利用可能な最も有用な診断ツールの１つであるＥＣＧは、心臓の電気活動を波形として
記録する。これらの波形を解釈することにより、心律動異常、伝導異常、および電解質平
衡障害を同定できる。ＥＣＧは、こうした状態を急性冠動脈症候群および心膜炎として診
断し、モニタリングするのを支援する。心臓の電気活動は、電流を発生させ、こうした電
流は、周囲組織を通って皮膚まで広がる。電極は、皮膚に取り付けられている場合には、
電流を検知して、それを心電計に伝達する。電流は、心臓から皮膚まで多くの方向に広が
るので、電極は、心臓の電気活動の全体像を得るために、皮膚の様々な位置に配置される
。電極は、次いで、心電計デバイスまたはコンピュータに接続され、様々な視点から情報
を記録する。これらは、リード(電極導線)および平面（plane）と呼ばれる。リードは、
２つの点または極間の心臓の電気活動の図を提供する。平面は、心臓の電気活動の別の図
を提供する心臓の断面である。現在、ＥＣＧ波形の解釈は、波形成分振幅の同定、分析、
および、所定の基準と振幅との比較に基づいて行われる。これらの振幅成分の変化は、例
えば、ＳＴセグメントまたは心臓内の特定の位置の高さ、例えば、Ｐ波の振幅等の特定の
状態を示す。今日の実務では、ＥＣＧモニタは、ＥＣＧ波形の記録に広く使用されている
。ＥＣＧ振幅成分の自動同定を使用できる用途がますます増えている。特定の場合には、
決定支援、および、内在する心臓の状態に対してのＥＣＧ振幅成分の自動解釈に、ツール
を利用できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　患者の遠隔モニタリングは、確立した医療分野である。心臓の状態の遠隔モニタリング
は、それが必要とされ且つ可能である程に広くは受け入れられていない。その理由の１つ
は、心臓の活動に関する信号、特にＥＣＧ信号を取得する方法が比較的複雑であるという
ことである。現在の遠隔モニタリング技術の別の重要な制限要因は、電話線等の通信転送
路を使用することである。こうした転送路は、患者側の終端および医師側の終端の両方で
インタフェースを形成するのが困難である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　簡単に要約すると、本発明の実施例は、多くの臨床応用および設定において、血管内電
気記録図（つまり心電図／ＥＣＧ）を得るための、また、これを使用するための、システ
ム、デバイス、および方法に関する。例えば、デバイスは、心臓内で、および、心臓の周
囲で、血管内デバイスを案内するのに、例えば、上大静脈、右心房および右心房で中心静
脈アクセスデバイスを案内するのに使用できる。このような中心静脈アクセスデバイスに
は、中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）、抹消挿入型中心カテーテル（ＰＩＣＣ）、皮下埋込
型ポート、血液透析カテーテル、トンネル型カテーテル、等が含まれる。
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【００１５】
　一態様では、皮膚表面ＥＣＧ信号を得ると同時に、血管内（腔内）電極を使用して血管
内（腔内）電気記録図（ＥＣＧ）信号を取得するために、１つまたは幾つかの皮膚電極を
使用する。同時かつ同期する皮膚表面ＥＣＧ信号および血管内ＥＣＧ信号を、幾つかの方
法のうちの１つの方法で使用し、これらのＥＣＧ信号を血管内電極の位置の関数として、
例えば、カテーテルのチップの関数として、分析し定量化する。
【００１６】
　以上に鑑み、一実施例では、ＥＣＧに基づくカテーテルナビゲーションおよびチップ位
置の決定の行いやすさが向上する。一態様では、例えば、皮膚ＥＣＧ基準波形を、カテー
テルまたは他の留置医療デバイスのチップのところで計測された血管内ＥＣＧ波形ととも
に同時にディスプレイ上に表示する。このようにＥＣＧ信号の取得および表示を同時に行
うことにより、カテーテルのチップのところでの血管内ＥＣＧ波形の解釈を容易に行うこ
とができる。別の態様では、皮膚ＥＣＧ基準波形を使用し、血管内ＥＣＧ信号に適用され
る情報処理アルゴリズムを同期させ、その結果、血管内ＥＣＧ信号のＰ波の形状およびエ
ネルギについての変化に関する信頼性が向上する。
【００１７】
　更に詳細に述べると、一実施例では、皮膚ＥＣＧ信号を基準として使用でき、血管内Ｅ
ＣＧの皮膚ＥＣＧに対する変化を検出するために、これを血管内ＥＣＧ信号と比較できる
。
【００１８】
　別の実施例では、同期させた皮膚ＥＣＧ信号および／または血管内ＥＣＧ信号を、互い
に関連付け、および／または、心臓の定期的な電気活動と関連付ける。例えば、皮膚ＥＣ
Ｇリードを使用し、検出された皮膚ＥＣＧ波形のＱＲＳ群のＲピークを検出できる。皮膚
ＥＣＧ波形のＲピークの検出は、血管内ＥＣＧ波形の同時に対応するセグメント、例えば
、Ｐ波に対応するセグメントの血管内ＥＣＧ信号の分析のトリガーに使用できる。このよ
うなトリガーは、不整脈の場合に特に有用である。不整脈の場合、皮膚ＥＣＧ波形は、代
表的には、一貫したＰ波を示さないが、血管系での位置の関数として変化する、検出可能
なＰ波が血管内ＥＣＧ波形に確かに含まれる。
【００１９】
　別の実施例では、皮膚ＥＣＧリードを使用して患者の心臓の活動をモニタでき、これと
同時に、血管内ＥＣＧリードを使用して、カテーテル、または、他の適当な留置デバイス
もしくは血管内デバイスを、血管系を通して案内する。他の実施例では、結果的に得られ
た血管内ＥＣＧ波形でのノイズを効率的に低減できるようにするために、皮膚ＥＣＧ波形
で検出されたＲピークを使用し、血管内ＥＣＧ信号の相関計算、および、他の種類の信号
処理をトリガーする。
【００２０】
　別の態様では、患者の無菌領域内のカテーテルと、無菌領域の外側のＥＣＧケーブルと
、の間を使用可能に接続するためのコネクタが記載されている。このコネクタにより、１
人のオペレータによって、本明細書に記載されたカテーテルナビゲーションおよびチップ
位置の決定を行うための装置を使用できる。
【００２１】
　別の態様では、特定のＥＣＧ波形を、血管系の対応する位置に対してマッピングできる
アルゴリズムを導入する。一実施例では、アルゴリズムは、血管内ＥＣＧ信号を検出でき
るカテーテルまたは他の血管内デバイスのチップのところに存在する、指向性を有する電
気エネルギを分析する。別の実施例では、アルゴリズムは、カテーテルナビゲーションを
行うことができるように、血管内ＥＣＧ信号に基づいて、カテーテルチップを血管系の特
定の位置に対してマッピングできる。
【００２２】
　別の態様では、血管内ＥＣＧ信号によって決定されるような血管系内のカテーテルチッ
プの位置を表示するように、移動するグラフィックインジケータを心臓アイコン上に表示
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する、簡単なグラフィカルユーザインタフェースが開示されている。グラフィックインジ
ケータには、様々な色彩およびドットや矢印等の様々な形状が含まれていてもよい。グラ
フィックインジケータの色彩および形状は、血管系内のチップ位置の関数として変化して
もよい。
【００２３】
　別の態様では、適当なインタフェースを介して携帯電話または携帯式電子デバイスに使
用可能に接続できるＥＣＧ信号取得モジュールが開示されている。これにより、携帯電話
の使用者が、ＥＣＧ信号分析を含むＥＣＧ信号取得モジュールを制御できる。別の実施例
では、ＥＣＧ信号取得モジュールは、他の手持ち操作可能なデバイスまたは遠隔デバイス
にインタフェースを介して使用可能に接続されていてもよい。
【００２４】
　別の態様では、携帯電話によって血管内デバイスをＥＣＧ信号に基づいて案内できるよ
うに、携帯電話または携帯式デバイスに接続して使用するためのユーザインタフェースが
含まれる。別の実施例では、ユーザインタフェースにより、ＥＣＧ信号、カテーテル情報
、ならびに、カテーテル配置手順の結果の分析および保存を支援するために、携帯電話を
使用できる。別の実施例では、ユーザインタフェースは、携帯電話または手持ち操作可能
なデバイスを介して患者を遠隔モニタリングするために、ＥＣＧ信号の取得を最適化する
。
【００２５】
　かくして、本明細書の詳細な説明が更によく理解されるように、また、当該技術分野に
対する貢献が更によく理解されるように、本発明の特定の実施例を概説した。本発明の追
加的な実施例が以下に説明され、これらの実施例が、添付の特許請求の範囲の要旨を形成
することは勿論である。
【００２６】
　これに関し、本発明の少なくとも１つの実施例を詳細に説明する前に、本発明の実施例
の用途は、以下の詳細な説明に記載した、または、添付図面に示した構造の詳細および構
成要素の構成に限定されないということは理解されるべきである。確かに、本明細書中に
説明した以外の実施例が考えられ、様々な方法で実施できるものと考えられる。更に、本
明細書および上記の概説で使用した表現や専門用語は、説明を目的としたものであって、
限定として見なされるべきではないことは理解されるべきである。
【００２７】
　このように、本開示がその基礎とする考えが、本発明の実施例の幾つかの目的を実施す
るための他の構造、方法およびシステムを設計する上での基礎として容易に使用できるで
あろうことは、当業者には理解されよう。従って、特許請求の範囲は、本開示の趣旨およ
び範囲から逸脱しない限り、このような等価の構造を含むものと見なされることが重要で
ある。
【００２８】
　本発明の実施例のこれらのおよび他の特徴は、以下の説明および添付の特許請求の範囲
から更に明らかになるであろう。または、本発明の実施例を以下に説明するように実施す
ることによってわかるであろう。
【００２９】
　添付図面に示す本発明の特定の実施例を参照して、本発明を更に詳細に説明する。添付
図面は、本発明の代表的な実施例だけを示し、従って、本発明の範囲を限定するものと考
えられるべきではないということは理解されよう。本発明の例示的な実施例を、添付図面
を使用して、更に具体的かつ詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１Ａ】本発明の一実施例による装置を示すブロック図である。
【図１Ｂ】一実施例による、血管内心電図の取得および処理を行うための電子モジュール
のブロック図である。
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【図２】本発明の一実施例による血管内デバイス用アダプタを示す図である。
【図３】本発明の一実施例によるカテーテル操向デバイスを示す図である。
【図４】本発明の様々な実施例による、血管内心電図を最適に取得する電極の形態を示す
図である。図４Ａは、単リード形態を示し、図４Ｂは、モニタ性および案内性を有する変
形例の三リード形態を示し、図４Ｃは、単接地リードを有する遠隔測定形態を示し、図４
Ｄは、血管内デバイスを案内するためのＥＣＧモニタの１つの使用例を示す。
【図５】中心静脈システムの様々な位置での例示的な心電図信号振幅を示す図である。
【図６】中心静脈システムの様々な位置での例示的な心電図信号パワースペクトルを示す
図である。
【図７】中心静脈システムの様々な位置での例示的な心電図信号電気エネルギ分布を示す
図である。
【図８】本発明の一実施例によるグラフィカルユーザインタフェースを示す図である。
【図９】本発明の別の実施例によるグラフィカルユーザインタフェースを示す図である。
【図１０】本発明の一実施例による、グラフィカルユーザインタフェースによって表示さ
れた情報の例示的なプリントアウトを示す図である。
【図１１】心電図信号を使用して血管内デバイスを心臓内にまたはその近くに位置決めす
るためのコンピュータを使用する方法についてのブロック図である。
【図１２】一実施例による、心電図信号を使用して血管内デバイスを心臓内にまたはその
近くに位置決めするためのコンピュータを使用する方法についての、別の決定支援アルゴ
リズムを示す図である。
【図１３】心臓の心臓伝導系を示す図である。
【図１４】心臓の伝導系を電気信号が伝播する様子を示す図である。
【図１５】ニューロン制御システムによる心血管系の電気活動を示す図である。
【図１６】本発明の一実施例による、血管内電位記録信号を分析するための概要を示す図
である。
【図１７】電気記録図波形演算処理を行うための幾つかの実施例を示す図である。
【図１８】図１８Ａは、アイントホーフェン三角形を形成するように配置されたＥＣＧリ
ードを示す図である。図１８Ｂ乃至図１８Ｆは、一実施例による、グラフィカルユーザイ
ンタフェース上に表示されるような皮膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図で
ある。
【図１９】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような皮
膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図である。
【図２０Ａ】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような
皮膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図である。
【図２０Ｂ】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような
皮膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図である。
【図２０Ｃ】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような
皮膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図である。
【図２０Ｄ】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような
皮膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図である。
【図２０Ｅ】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような
皮膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図である。
【図２０Ｆ】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような
皮膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図である。
【図２１】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような皮
膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形の様々な図である。
【図２２】特定の実施例による、磁気無菌コネクタを示す図である。
【図２３】特定の実施例による、様々な操向可能な無菌コネクタを示す図である。
【図２４】一実施例による、グラフィカルユーザインタフェース上に表示されるような血
管内デバイスの位置を示す、皮膚ＥＣＧ波形および血管内ＥＣＧ波形ならびに心臓アイコ
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ンの様々な図である。
【図２５】一実施例による、携帯電話上に表示されるような、ＥＣＧ信号を用いた案内で
使用するための様々な可能な図である。
【図２６】一実施例による、携帯電話上に表示されるような多数のＥＣＧ波形の拡大表示
を示す図である。
【図２７】一実施例による、携帯電話上に表示されるようなＥＣＧ波形に関連した表示を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　添付図面を参照すると、これらの図では、同様の構造に同様の参照番号が付してある。
これらの図面は、本発明の例示的な実施例の概略図であって、限定するものでもなく、必
ずしも等縮尺に描こうとするものでもないということは理解されるべきである。
【００３２】
　明瞭化を図るため、「近位」という用語は、本明細書中で説明しようとするデバイスを
使用する臨床医に相対的に近い方の方向をいい、これに対し「遠位」という用語は、臨床
医から相対的に遠い方の方向をいう。例えば、患者の体内に配置されたカテーテルの端部
は、カテーテルの遠位端と見なされ、これに対して、身体の外側に留まっているカテーテ
ル端部は、カテーテルの近位端である。更に、本明細書中および特許請求の範囲で使用さ
れる「含んでいる、備えている」（including）、「有する」（has）および「有している
」（having）といった語は、「備えている」（comprising）という語と同じ意味を持つ。
【００３３】
　本発明の実施例は、発明に基づく装置、コンピュータを用いたデータ処理アルゴリズム
、および、多くの臨床応用および設定で血管内ＥＣＧを取得し、使用する方法を有利に提
供する。例えば、デバイスは、血管内デバイスを心臓内およびその周囲で案内することに
、例えば、中心静脈アクセスデバイスを上大静脈、右心房、および右心室内で案内するこ
とに使用できる。このような中心静脈アクセスデバイスには、中心静脈カテーテル（ＣＶ
Ｃ）、抹消挿入型中心静脈カテーテル（ＰＩＣＣ）、皮下埋込型ポート、血液透析カテー
テル、トンネル型カテーテル等が含まれてもよい。本発明に基づく装置で案内するのが有
利な他のデバイスは、中心静脈システムを通して配置される一時的ペースメーカリードで
ある。左心手順で使用されるカテーテルおよびガイドワイヤもまた、本明細書中に説明し
た実施例による恩恵を受ける。これは、これらのデバイスを所定位置に案内するのに必要
なコントラスト量および放射線量が減少するためである。別の例では、本装置は、心臓の
状態を電気活動に基づいて低侵襲的にモニタし、評価するのに使用でき、例えば、心臓の
拍動の１サイクルにおける前負荷の評価または鬱血性心不全のＳＴセグメントおよびＴ波
のモニタリングで使用できる。
【００３４】
　一態様では、無菌アダプタ、信号取得用電子モジュール、コンピュータモジュール、ソ
フトウェア、ならびに、周辺デバイスおよび接続部からなる装置を説明する。一実施例で
は、信号取得用電子モジュールは、身体によって発生された血管内電気信号の取得および
処理専用（血管内ＥＣＧ）であってもよく、別の実施例では、電子モジュールは、血管内
ＥＣＧおよび皮膚ＥＣＧの取得および処理専用であってもよい。
【００３５】
　一実施例では、電子モジュールおよびコンピュータモジュールは、別々のモジュールで
あってもよく、別の実施例では、同じモジュールおよび筐体内に一体化されていてもよく
、更に別の実施例では、ブルートゥース等の無線接続を介して互いに通信できてもよい。
一実施例では、装置は、プリンタを内蔵していてもよいが、別の実施例では、プリンタが
外部に設けられ、当該プリンタが装置およびネットワークを介して、例えば、無線で他の
デバイスに接続される装置に取り付けられていてもよい。更に別の実施例では、装置を遠
隔測定法で使用してもよく、血管内電気記録図を離れた場所に、例えば、電話回線、イン
ターネットおよび／または無線電話で伝送してもよい。以上言及した実施例の任意の組み
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合わせが可能である。
【００３６】
　別の態様では、様々な形態により、中心静脈アクセスデバイス等の血管内デバイスを信
号取得および処理を行うための電子モジュールに接続できる。一実施例では、デバイスは
、２つの端部を有し、各端部に特殊なコネクタが設けられた接続ワイヤからなる。ワイヤ
の一端は、市販の金属製もしくはニチノール製のガイドワイヤ、または、スタイレットに
接続できる。ワイヤの他端は、電子モジュールに安全に接続できる。別の実施例では、デ
バイスは、コーティングが施されたガイドワイヤ、例えば、遠位端および近位端にはコー
ティングが施されておらず、ｃｍ単位で印が付けてあるニチノールまたはステンレス鋼製
のガイドワイヤを含む。このような実施例では、接続ワイヤがコーティングを施されたガ
イドワイヤの近位端に接続された状態で、コーティングを施されたガイドワイヤが血管内
に挿入される。別の実施例では、デバイスは、電気接続ワイヤが設けられたカテーテル－
注射器アダプタを含む。電気接続ワイヤの一端は、流体、例えば、カテーテル－注射器ア
ダプタ内を流れる生理食塩水と接触する。電気接続ワイヤの他端は、電子モジュールに接
続できる。
【００３７】
　別の態様では、様々な電極の形態により、血管内ＥＣＧを最適に取得できる。一実施例
では、血管系内での血管内デバイスのチップの位置についての情報を提供するために、単
一のリードを使用する。別の実施例では、チップの位置についての情報を提供すると同時
に心臓の活動の三リード同時モニタリングを行うために、変形例の三リード形態を使用す
る。別の実施例では、遠隔測定を行うために、および、カテーテルのチップから情報を遠
隔的に伝送するために、変形例の接地を加えた単一リード形態を使用する。
【００３８】
　別の態様では、ＥＣＧ波形の分析を行うために、および、これらの波形に基づく決定を
支援するために、アルゴリズムを導入する。これらのアルゴリズムは、血管系の異なる位
置の間を識別し、身体（身体の全身の位置および特定の位置）の機能、特に心機能を評価
する。様々な実施例において、これらのアルゴリズムは、波形の時間領域解析（形態学的
解析（例えば、形状の解析）、統計学的解析（例えば、挙動の解析））を使用する。
【００３９】
　他の実施例では、これらのアルゴリズムは、波形の周波数領域解析（形態学的解析（例
えば、形状の解析）、統計学的解析（例えば、挙動の解析））を使用する。別の実施例で
は、更に、時間領域および周波数領域の信号エネルギ解析を形態学的および統計学的に行
う。ファジーな、統計学的な、および、知識に基づく決定もまた、本実施例によって、決
定支援ツールとして考えられる。
【００４０】
　別の態様では、ユーザインタフェースが提供される。このインタフェースは、有利なこ
とには、データおよび作業フローの解釈を簡単にする。一実施例では、ユーザインタフェ
ースは、ＥＣＧ波形を示さずに、血管系内および心臓内での使用時における血管内デバイ
スのチップの位置を示す、簡単なグラフィックを含む。別の実施例では、ユーザインタフ
ェースは、使用時における血管内デバイスのチップの位置の変化を実時間で示す。
【００４１】
　別の態様では、本明細書中で説明される装置を臨床応用で使用する、本発明に基づく幾
つかの方法が提供される。一実施例では、スタイレット、ガイドワイヤおよび生理食塩水
を使用して、中心静脈カテーテル（ＣＶＣ、ＰＩＣＣ、血液透析カテーテル、皮下埋込型
ポート、等）を上大静脈、下大静脈、右心房および右心室に案内する、コンピュータを用
いた方法が提供される。この方法は、有利なことに、不整脈の患者にとって従来技術より
も刺激が少なく、多くの臨床ケースにおいて、胸部Ｘ線による中心静脈カテーテルのチッ
プの位置の確認に対する代替策を提供する。別の実施例では、コーティングを施したガイ
ドワイヤを右心内および左心内で案内する、コンピュータを用いた方法が提供される。別
の実施例では、中心静脈システムを通して一時的ペースメーカリードの配置を案内する、
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コンピュータを用いた方法が提供される。別の実施例では、低侵襲性であり、脱分極およ
び心拍を使用して前負荷をモニタする方法が提供される。別の実施例では、低侵襲性であ
り、Ｐ波分析を使用して不整脈をモニタする方法が提供される。別の実施例では、低侵襲
性であり、ＳＴセグメントおよびＴ波の分析を使用して心不全をモニタする方法が提供さ
れる。
【００４２】
　別の態様では、１つまたはそれ以上の皮膚電極を使用し、血管系内（腔内）電極を介し
て血管系内（腔内）電気記録図（ＥＣＧ）信号を取得すると同時に皮膚表面ＥＣＧ信号を
得る。同時のおよび同期した皮膚表面信号および血管系内ＥＣＧ信号は、幾つかの方法の
うちの１つの方法で使用され、ＥＣＧ信号を血管系内電極の位置の関数として、例えばカ
テーテルのチップの関数として、分析し、定量化する。
【００４３】
　以上に照らして、一実施例では、ＥＣＧを用いたカテーテルナビゲーション操作および
チップ配置の使い勝手をよくする。一態様では、例えば、皮膚ＥＣＧ基準波形が、カテー
テルのチップまたは他の留置医療デバイスのところで計測された血管系内ＥＣＧ波形とと
もに同時にディスイに表示される。同時発生のＥＣＧ信号をこのように同時に取得し、デ
ィスプレイに表示することにより、カテーテルのチップのところでの血管系内ＥＣＧ波形
をいつでも解釈できる。他の態様では、皮膚ＥＣＧ基準信号を使用し、血管系内ＥＣＧ信
号に適用された情報処理アルゴリズムを同期させ、血管系内ＥＣＧ信号の形状およびエネ
ルギに関するＰ波の変化についての信頼性を向上する。
【００４４】
　別の実施例では、同期させた皮膚ＥＣＧ信号および／または血管系内ＥＣＧ信号の分析
を、互いに関連付け、および／または、心臓の定期的電気活動と関連付けることができる
。例えば、皮膚ＥＣＧリードを使用して、検出された皮膚ＥＣＧ波形のＱＲＳ群のＲ波の
ピークを検出できる。皮膚ＥＣＧ波形のＲ波のピークの検出を使用し、これと同時の、血
管系内ＥＣＧ波形の対応するセグメント、例えば、Ｐ波に対応するセグメントでの、血管
系内ＥＣＧ信号の分析を行うトリガーにできる。このようにトリガーにするのは、特に、
不整脈の場合に有用である。不整脈では、皮膚ＥＣＧ波形は、代表的には、Ｐ波が一貫し
ていないが、血管系内ＥＣＧ波形は、血管系内の位置の関数として変化する検出可能なＰ
波セグメントを確かに含む。
【００４５】
　他の実施例では、上述の態様のうちの１つまたはそれ以上を含むＥＣＧを用いたシステ
ムを携帯電話または他の携帯デバイスで制御できる、磁気コネクタおよび操向可能な無菌
コネクタ、ならびに、ディスプレイおよび制御の解決策の態様が開示されている。
【００４６】
　図１Ａは、本発明の一実施例による装置を示すブロック図である。
【００４７】
　装置１００は、アダプタ（１２０）を通して市販のおよびカスタム仕様の様々な血管ア
クセスデバイス（１１０）に取り付けることができる。このようなデバイスの例には、中
心静脈カテーテル（ＣＶＣ）、抹消挿入型中心静脈カテーテル（ＰＩＣＣ）、皮下埋込型
ポート、トンネル型カテーテル、血液透析カテーテル、ペースメーカリード用ガイドカテ
ーテル、冠動脈および他の血管の形成術で使用するためのガイドワイヤ、冠動脈および他
の血管の形成術用のガイドカテーテル、スタイレット、注射針、等が含まれる。血管アク
セスデバイスがスタイレット、ガイドワイヤ、または注射針である場合、その材料は、十
分な導電性を備えていなければならず、例えば、ステンレス鋼またはニチノールである。
このような場合、血管アクセスデバイスがカテーテルであれば、一実施例によるフックま
たはアリゲータクリップアダプタが使用されるべきである。そうでない場合には、生理食
塩水を使用してカテーテルの１つの内腔を通して導電路を形成すべきである。このような
場合、一実施例による注射器－カテーテルアダプタが使用されるべきである。
【００４８】
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　電子モジュール（１３０）は、アダプタから、および、患者の皮膚（１１５）に配置さ
れた１つまたはそれ以上の等の電極から電気信号を受け取る。別の態様では、電子モジュ
ールに様々な電気信号を提供するために、２つ以上のアダプタを同時に使用して、２つ以
上の血管内デバイスに接続できる。皮膚電極の使用は、特定のデバイス形態において任意
である。電子モジュールは、電気信号を処理し、それを、更なる処理および他の関数を実
行するコンピュータモジュール（１４０）に伝達する。一実施例では、電子モジュールお
よびコンピュータモジュールは、別々にパッケージングされていてもよく、別の実施例で
は、これらのモジュールが同じパッケージに一体化されていてもよい。一実施例では、電
子モジュールとコンピュータモジュールとの間の接続は、有線接続であってもよく、別の
実施例では、ワイヤレス、例えば、ブルートゥースを使用してもよい。
【００４９】
　コンピュータモジュールは、電子モジュールからの信号を演算処理し、本実施例で説明
するようにアルゴリズム（１７０）を適用する。コンピュータモジュールは、更に、周辺
機器（１６０）、例えば、プリンタまたはラベルプリンタ、および、記憶デバイスに接続
されていてもよく、他のコンピュータまたはインターネットに対し、ワイヤレス接続部（
１５０）を含む接続部を備えている。記憶デバイスは、既設のアプリケーションに関する
知識および情報のデータベースを記憶することに使用できる。接続インタフェースは、こ
のデータベースを遠隔操作によって、最新の関連した知識および情報に更新するのに使用
できる。このような知識および情報は、例えば、新たな臨床ケース、電気記録図と心臓の
状態との間の関係に関する新発見である。コンピュータモジュールは、既設の臨床応用の
目的に最適化したグラフィカルユーザインタフェース（１８０）を支援する。
【００５０】
　図１Ｂは、血管内心電図の取得および処理を行うための、本発明の一実施例による電子
モジュール（２）のブロック図である。
【００５１】
　患者コネクタインタフェース（１０）により、電気リードを患者（５）に接続できる。
皮膚電極、および／または、上述したアダプタを使用した血管内デバイスへの電気的接続
の任意の組み合わせを使用できる。一実施例では、増幅器（２０）は、可変利得四段増幅
器である。この増幅器は、患者ケーブルを通して入力される電気信号、例えば、心電図の
代表的な値を増幅できる。Ａ／Ｄコンバータ（３０）は、信号を、マイクロプロセッサ（
４０）が読み取ることができるデジタルフォーマットに変換する。マイクロ演算処理機能
（４０）を実行する上で、任意の数および形態のマイクロプロセッサ、マイクロコントロ
ーラおよびデジタル信号プロセッサを使用できる。
【００５２】
　一実施例では、マイクロコントローラは、シリアルインタフェース（７０）またはワイ
ヤレスインタフェース（８０）を介するコンピュータモジュール（９０）とのシリアル通
信の制御に関与し、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）は、本明細書中に説明される１つ
または幾つかの本発明に関するアルゴリズムの実行に関与する。別の態様では、通信およ
び演算処理の両方に単一のプロセッサを使用してもよい。
【００５３】
　マイクロプロセッサ（４０）は、更に、コンピュータモジュール（９０）からコマンド
を受け取り、電子モジュールの様々な構成要素、例えば、増幅器（２０）をコマンドに従
って制御する。患者絶縁ブロック（５０）は、患者を電気ショックから保護するために、
電源（６０）およびシリアル通信チャンネル（７０）を患者インタフェース（１０）から
電気的に切り離す。一実施例では、絶縁ブロック（５０）は、変圧器および／または光カ
プラ等の結合器を含んでいてもよい。
【００５４】
　図２は、本発明の一実施例による血管内デバイス用アダプタ（２００）を示す。カテー
テル、注射器、注射針、ストップコック、輸液ポンプ等の血管アクセスデバイスが、標準
的接続部によって互いに接続される。例えば、図２では、２つのデバイス間のこのような
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標準的接続部を、デバイス（２０１）については、内径（２０３）を有するルアー（２０
２）によって、デバイス（２５０）については、内径（２５２）および流体開口部直径（
２５３）を有し、ねじ山を備えたポート（２５１）によって示す。ねじ山を備えたポート
（２５１）およびルアー（２０２）により、ポート（２５１）をルアー（２０２）に螺着
し、取り付け、結合すること等によって、２つのデバイス（２０１、２５０）を接続でき
る。
【００５５】
　アダプタ（２００）は、２つの端部（２２６、２２７）を有する本体（２２０）を備え
る。本体（２２０）は、例えば、或る程度の弾性を有する強い生体親和性プラスチック材
料で形成される。端部（２２７）は、錐体形状を有する。一実施例では、端部（２２７）
は、端部（２２７）がデバイス（２０１）のルアー（２０２）に容易に嵌着され、流体が
流れる接続部をシールできるように、弾性シール部（２２８）を有する。他の端部（２２
６）は、例えば、デバイス（２０１）のルアー（２０２）のような標準的なルアーの形状
を備えている。デバイス（２５０）の、ねじ山を備えたポート（２５１）は、アダプタ（
２００）の端部（２２６）に接続できる。錐体部（２２７）により、ルアーを備えていな
いデバイスにも接続できる。独立した錐体部（２７０）により、使用可能な直径が異なる
２つのデバイス間を接続できる。アダプタ（２００）の端部（２２７）は、円錐部（２７
０）の直径（２７２）の内側に嵌着する。錐体部（２７０）の端部（２７１）は、代表的
なデバイス（２６０）の簡単な形状のカテーテル端部（２６１）に嵌着する。例えば、デ
バイス（２６０）は、皮下埋込型ポート用のカテーテルであってもよい。
【００５６】
　一実施例では、デバイス（２０１）は、注射針であり、デバイス（２５０）は、注射器
である。流体、例えば、導電性電解質が、アダプタ（２００）の所定の直径を有する中央
内側ボア即ち内腔（２２２）を通って流れ、デバイス（２５０，２０１）間に流路を形成
する。導電性金属リング（２４０）は、内腔（２２２）の実質的に円筒形の表面の一部に
取り付けられており、好ましくは、流体流れに対して非常に僅かな外乱(perturbation)を
発生させる。例えば、金属リング（２４０）は、内腔（２２２）の実質的に円筒形の表面
の凹所部分内に配置されていてもよい。導電性ワイヤ（２３３）の１つの端部（２３０）
が金属リング（２４０）に電気的に接続されている。一実施例では、端部（２３０）は、
金属リング（２４０）にハンダ付けされる。別の態様では、端部（２３０）は、内腔（２
２２）の表面と金属リング（２４０）との間に捕捉され、端部（２３０）および金属リン
グ（２４０）は、機械的圧力により良好な電気的接触を維持する。ワイヤ（２３３）は、
剥き出しであってもよいし、絶縁されていてもよい。好ましい実施例では、金属リング（
２４０）は、例えば、接着剤、締り嵌め、プレス嵌め等を使用して、内腔（２２２）の表
面に固定的に取り付けられるが、他の実施例では、金属リング（２４０）は、内腔（２２
２）の表面に、移動自在に自由浮動態様等で取り付けられていてもよい。
【００５７】
　ワイヤ（２３３）は、内腔（２２２）から本体（２２０）の外面の開口部まで延びるチ
ャンネル（２３１）を通される。エポキシ（２３２）または他の適当な材料を使用し、ワ
イヤ（２３３）に作用する応力を除去すると同時に、チャンネル（２３１）の開口部をシ
ールしてもよい。追加的なシールを提供するために、金属リング（２４０）は、有利には
、チャンネル（２３１）と隣接して配置されていてもよい。かくして、金属リング（２４
０）、ワイヤ（２３３）、チャンネル（２３１）およびエポキシ（２３２）は、アダプタ
（２００）を通って流れる流体に対してシールされた電気接続を提供する。コネクタ（２
３４）は、心電図システムに対して標準的な電気接続を提供する。末端形成がなされてい
ないワイヤを使用してもよい。一実施例では、ワイヤ（２３３）は、チャンネル（２３１
）の開口部で終端し、コネクタ（２３４）を本体（２２０）に直接的に取り付けるが、別
の実施例では、ワイヤ（２３３）は、チャンネル（２３１）の開口部を通って延び、コネ
クタ（２３４）がワイヤ（２３３）の自由端に取り付けられる。
【００５８】
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　一実施例では、内腔（２２２）の実質的に円筒形の表面は、長手方向に沿ってテーパ状
に形成されている。このテーパ形状は、内腔（２２２）の全長に沿って延びていてもよく
、その特定の部分に制限されていてもよい。例えば、内腔（２２２）の表面は、錐体（例
えば、円錐）形状をなしており、近位端に相対的に大きな直径を備えていてもよく、ある
いは、別の態様では、相対的に大きな直径が遠位端に配置されていてもよい。
【００５９】
　一実施例では、デバイス（２０１）は、皮下埋込型ポート用のカテーテルの内腔に挿入
される注射針であり、デバイス（２５０）は、注射器である。注射器は、生理食塩水で充
填されており、これは、アダプタ（２００）を通してカテーテルに注入される。かくして
、アダプタ（２００）が生理食塩水で充填され、導電性金属リング（２４０）が生理食塩
水および導電性ワイヤ（２３３）と接触するので、カテーテルの内腔とワイヤ（２３３）
との間に電気的な接続が確立される。このようにして、カテーテルのチップの電気信号が
、生理食塩水を通して計測されてもよい。電気を伝達するその他の解決策を使用し、アダ
プタ（２００）を使用する血管内電気記録図を取得してもよい。別の実施例では、アダプ
タ（２００）は、輸液ポンプおよび他の種類の高圧注入手段を使用してもよい。変形例で
は、アダプタ（２００）は、金属リング（２４０）を有していなくてもよく、導電性の末
端（２３０）が電解質と直接的に接触する。
【００６０】
　図３は、本発明によるカテーテル操向デバイスを示す。この実施例では、カテーテル（
３００）は、三内腔カテーテルであり、各内腔の遠位端は、互いに対して間隔が隔てられ
ている。カテーテル操向デバイスは、離間した遠位側の内腔開口部が形成された、２つま
たはそれ以上の内腔を有する任意のカテーテルで使用できる。カテーテル（３００）の１
つの内腔（３０６）の開口端は、カテーテルのまさに遠位端にあり、他端即ち内腔の開口
部（３０５）は、遠位端の手前に配置されており、当該端部即ち第３内腔（３０７）の開
口部は、第２端部（３０５）と比較して手前に配置されている。開口端（３０６）と端部
（３０７）との間の距離は、代表的には、１ｃｍ乃至数ｃｍである。
【００６１】
　幾つかの種類のカテーテルは、端部間の間隔が隔てられた多数の内腔を有し、本発明に
基づく操向デバイスにはこうしたカテーテルが含まれる。例えば、末梢挿入中心静脈カテ
ーテルの場合、カテーテルの代表的な長さは、５０ｃｍ乃至６０ｃｍであり、内腔遠位端
（３０５，３０６，３０７）間の間隔は、１ｃｍ乃至数ｃｍである。２つの内腔を有する
血液透析カテーテルの長さは、代表的には、２０ｃｍ乃至４０ｃｍであり、これらの２つ
の内腔の遠位端間の間隔は、１ｃｍ乃至数ｃｍである。多内腔中心静脈カテーテル（ＣＶ
Ｃ）の長さは、代表的には、１５ｃｍ乃至２５ｃｍであり、遠位端即ち内腔の開口部間の
間隔は、数ｍｍ乃至数ｃｍである。
【００６２】
　カテーテルの近位端には、三つの内腔に枝分かれするカテーテルハブ（３０１）が設け
られている。これらの内腔の各々にルアー（３０２，３０３，３０４）が接続されている
。本発明に基づくカテーテル操向デバイスは、押し、引きおよび使用後の取り出しを可能
にするハンドル（３１１）が近位端に設けられたスタイレット（３１０）と、スタイレッ
トの遠位端（３２２）に接続された操向部材（３２０）とを含む。操向部材（３２０）は
、例えば、内腔（３０７）のような他の内腔の１つの内腔遠位開口部内に延びていてもよ
い。操向部材（３２０）は、カテーテル内腔を通ってカテーテルの近位端に戻り、夫々の
内腔（３０４）に対応するルアーを通って近位端のところで露出する。このように配置さ
れると、操向デバイスは設置位置に置かれる。一実施例では、操向部材（３２０）は、ハ
ンドル（３２１）を有し、このハンドル（３２１）を使用して、操向部材を、内腔を通し
て引っ張ることができる。別の実施例では、ハンドル（３２１）は、操向部材（３２０）
から取り外し自在である。
【００６３】
　操向部材（３２０）は、ポリウレタン、シリコーン、ＰＴＦＥまたは他の類似の材料で
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形成されていてもよい。様々な実施例において、操向部材（３２０）は、任意の種類の生
体親和性糸、例えば、縫合糸であってもよい。別の実施例では、操向部材（３２０）は、
ステンレス鋼製のワイヤである。一実施例では、スタイレットは、カテーテル内腔の１つ
、代表的には、中央内腔に予め挿入された状態で提供される。操向部材３２０は、最遠位
開口部（３０６）のところで、スタイレットの遠位端（３２２）に取り付けられており、
内腔開口部（３０７）を通して内腔（３０４）に予め挿入される。カテーテルを操向する
ため、使用者は、操向部材３２０を引っ張ってカテーテルから出す。この際、スタイレッ
ト３１０がカテーテル内に引き込まれないようにする。かくして、カテーテルチップを所
望の方向に曲げることができる。この状態を、湾曲したカテーテルチップ（３５０）、後
方に引っ張られた部材（３４０）、および、カテーテルに対して初期位置にある部材（３
３０）で示す。スタイレット（３１０）もしくは操向部材（３２０）、または、これらの
両方が、任意の導電性材料で形成されている場合、これらの各々または両方を使用して、
これらの近位端を血管内電気記録システムに接続することによって、電気信号または血管
内電気記録図を、カテーテルの遠位チップのところで計測できる。一実施例では、操向部
材（３２０）は、カテーテル内腔の開口部（３０７）通してスタイレット（３１０）に結
び付けることができる。
【００６４】
　別の実施例では、スタイレット（３１０）および操向部材（３２０）は、単一の構成要
素として製造され、別のカテーテル内腔の開口部（３０５）を通して輪状に戻る延長操向
部材を形成する。ルアー（３０４）および（３０２）を通って露出する延長操向部材の２
つの端部のうちの一方を引っ張ることによって、同じ効果が得られ、カテーテルチップを
所望の方向に曲げることができる。別の実施例では、二重内腔カテーテルの場合、スタイ
レット（３１０）を１つの内腔に挿入し、操向部材（３２０）を他方の内腔に挿入しても
よい。この場合、近位端を引っ張ることによって、カテーテルチップを曲げる効果を得る
ことができる。更に別の実施例では、開口部（３０５）を通して操向部材（３２０）を内
腔（３０２）に挿入できる。
【００６５】
　図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃおよび図４Ｄは、血管内心電図を最適に取得する、本発明の様
々な実施例による電極形態を示す。
【００６６】
　図４Ａは、単リード形態を示し、基準電極（４１０）が、例えば、患者の右腕の皮膚に
取り付けられ、他の電極が、アダプタを通して血管内デバイス（４１５）に取り付けられ
ている。この形態において、右腕の皮膚に取り付けられた基準電極は、単に例示を目的と
したものである。必要となるＥＣＧの種類に応じて、基準電極をその他の位置に配置する
ことが可能である。右腕に装着した基準電極は、アダプタとともに使用される血管内デバ
イスのチップとともに、標準的ＥＣＧのリードＩＩと同様のものとすることができる。こ
の場合、上大静脈（４０１）から得られたＥＣＧおよび下大静脈（４０２）から得られた
ＥＣＧを最適化できる。標準的ＥＣＧの他のリードをシミュレートするため、基準電極を
皮膚の任意の他の位置に取り付けてもよい。患者の心臓（４００）の内部から更に局所的
情報を得るために、基準電極は、他の血管内デバイスに取り付けられたアダプタに接続さ
れていてもよい。
【００６７】
　図４Ｂは、モニタ性および案内性を有する変形例の三リード形態を示し、これは、四つ
の電極を有する。３つの電極は、標準的ＥＣＧの電極、即ち、右腕（ＲＡ，４２０）、左
腕（ＬＡ，４２５）および左脚（ＬＬ，４３０）と対応し、基準として使用される。第４
の電極は、アダプタを通して血管内デバイス（Ｃ，４３５）に取り付けられている。この
形態では、電子モジュールおよびアルゴリズムは、２つの機能を同時に実行する。即ち、
３つの標準電極（ＲＡ，ＬＡ，ＬＬ）が心臓のモニタ機能を実行し、Ｃ電極（４３５）に
より、デバイスのチップのところでのＥＣＧを記録できる。
【００６８】
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　図４Ｃは、図４Ａに示す形態と接地基準（４５０）とを含む、接地した単一のリードを
有する遠隔測定形態を示す。この形態は、遠隔測定システム形態を通してＥＣＧを遠隔に
伝達するのに使用できる。
【００６９】
　図４Ｄは、血管内デバイスを案内するためのＥＣＧモニタの１つの使用例を示す。標準
入力ＲＡ（４６５）、ＬＡ（４６０）およびＬＬ（４７０）を有する標準的ＥＣＧモニタ
を使用する。ＬＡ（４６０）は、患者の左腕に接続され、ＬＬ（４７０）は、患者の左脚
に接続される。ＲＡ入力（４６５）は、臨床医が、ＲＡ電極とカテーテル（Ｃ）電極４７
５との間でＲＡ入力を切り換えるのに使用できるスイッチに接続されている。かくして、
カテーテル位置のモニタおよび案内のいずれかを交互に行うことができる。
【００７０】
　図５は、中心静脈システムの様々な位置での例示的な心電図信号の振幅を示す。
【００７１】
　心臓（５０４）、右心房（５０１）、上大静脈（ＳＶＣ）（５０２）および下大静脈（
ＩＶＣ）（５０３）を示す。位置Ａは、ＳＶＣ上部にあり、位置Ｂは、ＳＶＣの下１／３
にあり、位置Ｃは、大静脈心房交差点にあり、位置Ｄは、右心房にあり、位置Ｅは、下大
静脈上部にある。
【００７２】
　グラフ５１０は、位置Ａのところで記録された、時間の関数としてのＥＣＧ波形を示す
。波形の絶対振幅は、振幅スケール（５９０）上に記録される。血管内ＥＣＧの場合には
、心電図の標準構成要素、即ちＰ波（５６０）、Ｒ波（５７０）およびＴ波（５８０）が
示される。図４Ｄのようなリード形態で記録された位置Ａでの振幅および形状は、同じ電
極形態で、皮膚レベルで記録された心電図と類似する。
【００７３】
　グラフ５２０は、位置Ｂでの血管内ＥＣＧを示す。この位置での振幅は、位置Ａでの振
幅よりも高いが、波形の全体形状は、位置ＡおよびＢで類似する。
【００７４】
　グラフ５３０は、位置Ｃでの血管内ＥＣＧを示す。大静脈心房交差点の位置Ｃでは、波
形の振幅は、未だ位置Ｂでの振幅よりも高く、Ｐ波は劇的に変化して、Ｒ波よりも高くな
っている。この波形は、洞房結節の近くにあるということを示す。
【００７５】
　グラフ５４０は、位置Ｄでの血管内ＥＣＧを示す。右心房の位置Ｄでは、振幅は、位置
Ｃと類似しているが、Ｐ波は極性が変化し、双極性になる。これは、洞房結節を越えたと
ころでＥＣＧの計測が行われていることを示す。
【００７６】
　グラフ５５０は、位置Ｅでの血管内ＥＣＧを示す。下大静脈の位置Ｅでは、波形は、Ｐ
波の極性が逆になっていることを除き、振幅に関して位置Ａでの波形と類似している。様
々な位置でのＥＣＧ波形の相違を使用し、本明細書で導入したアルゴリズムによって、対
応する複数の位置間を識別し、心臓および血管の機能を評価する。
【００７７】
　図６は、スペクトルスケール（６９０）を使用した、中心静脈システムの様々な位置で
の例示的な心電図信号のパワースペクトルを示す。
【００７８】
　心臓（６０４）、右心房（６０１）、上大静脈（ＳＶＣ）（６０２）および下大静脈（
ＩＶＣ）（６０３）を示す。グラフ６１０は、位置Ａでの血管内ＥＣＧのスペクトルを示
す。位置Ａでは、スペクトル（６１０）は、単一中央周波数、即ち、単一帯域（６６０）
を表し、周波数分布スペクトルパワーおよびエネルギが皮膚レベルでの周波数分布スペク
トルパワーおよびエネルギと類似している。
【００７９】
　グラフ６２０は、位置Ｂでの血管内ＥＣＧのスペクトルを示す。位置Ｂでは、周波数分
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布は、２つの主要な帯域を有し、エネルギおよびスペクトルパワーが位置Ａでのエネルギ
およびスペクトルパワーよりも高い。
【００８０】
　グラフ６３０は、位置Ｃでの血管内ＥＣＧのスペクトルを示す。位置Ｃでは、比較的広
い周波数範囲（６７０）に亘って、複数（３、４個）の主周波数または主スペクトル成分
が分布している。このスペクトル分布は、洞房結節周囲のエネルギ分布を示す。スペクト
ルパワーおよび信号エネルギは、位置Ｂと比較的して上昇している。
【００８１】
　グラフ６４０は、位置Ｄでの血管内ＥＣＧのスペクトルを示す。位置Ｄでは、スペクト
ルはより広く、更に広帯域であり、右心房の電気的活動を示す。
【００８２】
　グラフ６５０は、位置Ｅでの血管内ＥＣＧのスペクトルを示す。位置Ｅでの周波数スペ
クトルは、位置Ａでの周波数スペクトルと類似している。様々な位置でのＥＣＧ波形の相
違を使用し、本明細書で導入したアルゴリズムによって、対応する複数の位置間を識別し
、心臓および血管の機能を評価する。
【００８３】
　図７は、中心静脈システムの様々な位置での例示的な心電図信号電気のエネルギ分布を
示す。心臓（７０４）、右心房（７０１）、上大静脈（ＳＶＣ）（７０２）および下大静
脈（ＩＶＣ）（７０３）を示す。グラフ（７１０，７２０，７３０，７４０，７５０）は
、様々な位置（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの夫々）でのエネルギ分布を示し、時間における変化
を使用し、本明細書で導入したアルゴリズムによって、対応する複数の位置間を識別し、
心臓および血管の機能を評価する。
【００８４】
　暫し図１６を考えると、この図には、本発明の一実施例による血管内電子記録信号を分
析するための概要が示してある。心臓に参照番号（１６００）が付してあり、上大静脈に
参照番号（１６０１）が付してあり、下大静脈に参照番号（１６０２）が付してあり、右
心房に参照番号（１６０３）が付してある。この実施例では、中心静脈アクセスデバイス
を配置するための３つの重要な領域、即ち、上大静脈即ちＳＶＣの下１／３（１６０５）
、大静脈心房交差点即ちＣＡＪ（１６０６）および右心房即ちＲＡの上部（１６０７）が
ある。
【００８５】
　グラフ（１６２０）は、電気エネルギのデータ（profile）を心臓における位置の関数
として示す。グラフ（１６４０）は、心臓の様々な位置で得ることができる様々な電位記
録波形を示す。曲線（１６３０）は、上大静脈から心臓内に前進する血管内カテーテルの
チップのところで、上述の領域の各々で検出された電気エネルギの増大を示す。一実施例
では、エネルギ曲線は、時間領域で計算され、別の実施例では、エネルギ曲線は、周波数
スペクトルを使用して周波数領域で計算される。一実施例では、エネルギは、実際の信号
レベルについて計算され、別の実施例では、エネルギの計算前に、ベースライン値または
他の平均値が信号値から差し引かれる。ベースライン値を差し引く前および／または後の
振幅値の平方を、所定の時間に亘って、例えば、心拍に亘って合計することによって、信
号エネルギ即ちパワーが、時間領域で計算される。周波数領域では、周波数成分の値の平
方を合計することによって、信号エネルギ即ちパワーが計算される。一実施例では、曲線
は、電気記録図全体を使用して計算されるが、他の実施例では、エネルギの計算を行う上
で、電気記録図の特定のセグメントだけ、例えば、電気記録図の「Ｐ波」に対応するセグ
メントだけが使用される。このような「Ｐ波」セグメントは、洞房結節の電気的活動を示
す。
【００８６】
　エネルギレベルの相違は、ＳＶＣから心臓までのカテーテル経路に沿った様々な位置を
特徴付ける。これらの領域は、閾値を使用することによって、電気エネルギレベルに関し
て識別できる。エネルギレベルの閾値（１６３１）は、上大静脈の下１／３の始点を定義
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する。エネルギレベル（１６２１）は、洞房結節から遠く離れた低エネルギ血管領域を定
義する。閾値（１６３１）と（１６３２）との間のエネルギレベル（１６２２）は、上大
静脈の下１／３に分類した領域（１６２５および１６０５）を定義する。閾値（１６３２
）と（１６３３）との間のエネルギレベル（１６２３）は、大静脈心房交差点に分類した
領域（１６２６および１６０６）を定義する。閾値（１６３３）と（１６３４）との間の
エネルギレベル（１６２４）は、右心房に分類した領域（１６２７および１６０７）を定
義する。
【００８７】
　同様に、グラフ（１６４０）の電気記録図の、ベースライン（１６５０）に対する形状
および大きさは、心臓における位置と相関し得る。閾値（１６３１），（１６３２），（
１６３３），（１６３４）は、計算に用いられるエネルギの種類、例えば、電気記録図全
体、Ｐ波および／またはＳＴセグメントについて特定的に決定される。ＳＶＣの下１／３
の前では、比較的低レベルのエネルギ（１６２１）に対応し、Ｐ波（１６５１）およびＲ
波（１６５２）は、右腕の標準的ＥＣＧリードがカテーテルに接続され、電気記録図の信
号の計測がカテーテルのチップで行われる場合、大きさおよび形状が、皮膚レベルで記録
された標準的心電図リードＩＩと類似する。ＳＶＣの下１／３（１６０５および１６４５
）では、電位図のエネルギレベルが増大し、電気記録図の振幅が増大し、Ｐ波（１６５３
）の振幅およびエネルギが、Ｒ波（１６５４）の振幅およびエネルギの１／２乃至３／４
になるまで増大する。大静脈心房交差点（１６０６および１６４６）では、電気記録図の
エネルギレベルが更に増大し、電気記録図の振幅が増大し続け、Ｐ波（１６５５）の振幅
およびエネルギが、Ｒ波（１６５６）の振幅およびエネルギよりも大きいか或いはこれと
等しくなるまで増大する。右心房（１６０７、１６４７）では、電気記録図のエネルギレ
ベルが更に増大し、電気記録図の振幅が増大し、Ｐ波（１６５７）が双極化し、その振幅
およびエネルギがＲ波（１６５８）に対して減少し始める。カテーテルのチップに関する
位置情報を提供するために、これらの挙動が定量化され、解析され、使用される。
【００８８】
　暫し図１７を考慮すると、この図には、幾つかの電位図波形の演算処理の実施例が示し
てある。グラフ（１７１０）および（１７２０）は、Ｐ波分析の実施例を示す。Ｐ波は、
洞房結節によって発生する心臓の電気的活動に対応するので、Ｐ波の変化は、血管内アプ
ローチにおける洞房結節の近接度の決定に対して、最も関連している。従って、洞房結節
の近接度および血管内での位置を評価するために、時間領域および周波数領域における信
号分析方法、並びに、信号エネルギ基準を電位図のＰ波セグメントだけに適用できる。グ
ラフ（１７１０）では、Ｐ波分析（１７１１）について指定されたセグメントは、時点（
１７１３）に開始され、時点（１７１４）に終了する。Ｐ波セグメントの開始時点と終了
時点との間の期間中、検出された最高振幅は、Ｐ波のピーク（１７１２）に対応する。Ｐ
波セグメント分析の開始時点（１７１３）は、多くの方法で決定できる。一実施例では、
心拍を計算し、Ｒ波のピークを心拍の最大振幅として検出する。各Ｒ波ピークから演繹し
、心拍の所定のパーセント、例えば、２０％乃至３０％が、Ｐ波分析の開始時点（１７１
３）を決定する。各Ｒ波ピークから得られた心拍の２％乃至５％から演繹し、Ｐ波分析に
ついて指定されたセグメントの終了時点（１７１４）を決定する。同様に、グラフ（１７
２０）では、Ｐ波分析について指定されたセグメント（１７２１）は、心臓の拍動の１サ
イクルの動作の時点（１７２３）に開始され、時点（１７２４）に終了する。Ｐ波は、こ
の場合、ベースライン（振幅がゼロに等しい）と比較すると、正の最大振幅（１７２２）
と負の最大振幅（１７２５）とを有する双極性を有する。開始点（グラフ１７１０の１７
１３およびグラフ１７２０の１７２３）と終了点（グラフ１７１０の１７１４およびグラ
フ１７２０の１７２４）との間で定義されたＰ波形について、本発明の実施例に従って、
時間領域アルゴリズムおよび周波数領域アルゴリズムが適用される。
【００８９】
　グラフ（１７３０）は、信号エネルギ計算の前に、ベースライン控除を行うことによる
利点を示す。信号エネルギが、心拍に亘る信号振幅の平方の和として、時間領域で計算さ
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れる場合、ベースライン（１７３３）の前後のレベル（１７３１および１７３２）間の振
幅の変化によって、エネルギレベルが、レベル（１７３４および１７３５）間で振幅が変
化する信号よりも低くなり、これによって、レベル（１７３４）がベースラインである。
ベースライン値（１７３３）が、振幅の値（１７３１乃至１７３２）から差し引かれ、ベ
ースライン値（１７３４）が、振幅の値（１７３４乃至１７３５）から差し引かれる。ベ
ースライン控除の後、振幅の平方の和が計算される。かくして、この和は、ベースライン
の前後の信号変化のエネルギと比例し、それ故、信号の値／挙動の変化を特徴付ける上で
更に適当である。
【００９０】
　グラフ（１７４０）は、Ｐ波（１７４１）およびＲ波（１７４２）を含む代表的な電気
記録図波形と、高周波ノイズ（１７４４）によって覆われたＰ波と、最大値１７４３）ま
で飽和したＲ波と、を含む歪められた信号を示す。これらの種類のアーチファクト（１７
４４および１７４３）が存在する場合、元の信号（１７４１および１７４２）を回復する
のは非常に困難であり、場合によっては不可能である。従って、本発明の実施例に従って
アルゴリズムを使用し、アーチファクトの存在を検出し、アーチファクトの量をできるだ
け低減する。アーチファクトの低減後に信号を回復できない場合には、信号エネルギの計
算を行うために、信号が廃棄される。導関数およびその積分の高い値、信号エネルギの急
激な変化、ベースラインの値または信号から計算された様々な平均値の急激な変化によっ
て、アーチファクトの存在を時間領域で検出できる。周波数領域では、アーチファクトは
、ＤＣ成分（スペクトルの周波数ゼロ）の値の急激な変化、高い周波数成分の突然の出現
、および、スペクトルパワー／エネルギの急激な変化として検出できる。周波数領域では
、選択フィルタリングを適用することができ、信号の平均的挙動について「代表的」でな
い全ての成分を取り除くことができる。選択フィルタリングを行った後、選択フィルタリ
ングの成功の検証を行うことができるようにするために、逆フーリエ変換を使用して時間
領域で信号を再構成する。
【００９１】
　図８は、本発明の一実施例によるグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００９２】
　ウィンドウ（８１０）は、取り付けられた電極形態を使用する電子モジュールによって
取得されたＥＣＧ波形を実時間で示す。ウィンドウ（８２０）は、基準ウィンドウであり
、現在ウィンドウとの比較に使用される固定波形(frozen waveform) を示す。一実施例で
は、ウィンドウ（８２０）の基準波形は、カテーテルの基準位置で電子モジュールに接続
された電極を通して、および／または、皮膚電極の基準形態を使用して、得ることができ
る。例えば、このような基準波形は、大静脈心房交差点に配置された血管内デバイスに接
続された本発明の一実施例によるアダプタを使用して記録されたＥＣＧであってもよい。
別の実施例では、ウィンドウ８２０の基準波形は、または、波形のデータベースに記録さ
れるような、また、コンピュータシステムの記憶媒体に記憶されるような、血管内の特定
の位置での、または、特定の心臓の状態の代表的な波形であってもよい。電極形態によっ
て、血管内デバイスを使用して、心臓のモニタリングおよび電気記録図の記録を同時に行
うことができる場合には、ウィンドウ（８３０）は、心臓モニタリング用標準的ＥＣＧリ
ードの１つを示すが、ウィンドウ（８１０）は、上述したアダプタのようなアダプタに接
続された場合における血管内デバイスのチップでのＥＣＧを示す。
【００９３】
　アイコン（８７０）は、心臓の表示であり、位置Ａ乃至Ｅ（８７５）は、本明細書中に
開示した方法による血管内ＥＣＧの分析によって識別できる、心臓および血管系の様々な
位置を示す。血管系内の位置がアルゴリズムによって同定されると、アイコン（８７５）
上の対応する場所および文字が強調され、または、幾つかの他の方法で使用者に見えるよ
うにする。バー（８８４），（８８５），（８８６）は、信号のエネルギレベルを示す。
「Ｅ」バー（８８５）は、血管内デバイスのチップの現在の位置におけるＥＣＧの周波数
スペクトルから計算した電気エネルギの量を示す。「Ｒ」バー（８８４）は、基準位置の



(22) JP 2013-518676 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

ＥＣＧの周波数スペクトルから計算した電気エネルギの量を示す。「Ｍ」バー（８８６）
は、皮膚電極からのモニタリングＥＣＧ信号を使用したＥＣＧの周波数スペクトルから計
算した電気エネルギの量を示す。ウィンドウ（８４０）は、モニタリング情報、例えば、
心拍数を示す。患者の情報（氏名、施術を受けた日付、等）はウィンドウ（８５０）に示
される。ウィンドウ（８６０）は、ボタンや、ステータス情報、例えば、スケール、スク
ロール速度、システムパラメータおよびシステム診断といった、システム制御要素を含む
。
【００９４】
　図９は、本発明の別の実施例によるグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００９５】
　アイコン（９２０）は、心臓を示し、位置Ａ乃至Ｅ（９３０）は、血管内ＥＣＧを分析
することによって識別できる、心臓および血管系内の様々な位置を例示する。血管内の位
置がアルゴリズムによって同定されると、アイコン（９３０）上の対応する場所および文
字が強調され、または、幾つかの他の方法では、使用者に見えるようにする。バー（９４
０），（９５０），（９６０）は、信号エネルギレベルを示す。「Ｅ」バー（９４０）は
、血管内デバイスのチップの現在の位置でのＥＣＧの周波数スペクトルから計算した電気
エネルギの量を示す。「Ｒ」バー（９５０）は、基準位置でのＥＣＧの周波数スペクトル
から計算した電気エネルギの量を示す。「Ｍ」バー（９６０）は、皮膚電極からのモニタ
リングＥＣＧ信号を使用したＥＣＧの周波数スペクトルから計算した電気エネルギの量を
示す。ボタン「印刷」（９１０）により、使用者は、症例を記録する情報を、プリンタで
、例えば、患者のチャートに手早く装着するためのラベルプリンタで印刷できる。
【００９６】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、本発明の一実施例による、グラフィカルユーザインタフェ
ースが表示した情報の例示的なプリントアウトを示す。
【００９７】
　図１０Ａは、カテーテルチップ配置手順がＳＶＣの下１／３で行われた場合のプリント
アウト（１０００）を示す。フィールド１０１０は、心臓アイコンを示し、ここで上大静
脈（ＳＶＣ）の下１／３に対応する文字「Ｂ」が強調される（１０４０）。フィールド１
０３０は、洞房結節の近くの大静脈心房交差点にあるカテーテルのチップのところで記録
された基準ＥＣＧ波形を示す。フィールド１０２０は、手順の終了時に配置された位置で
のカテーテルのチップのところでのＥＣＧ波形を示す。図１０Ａについて、この位置は、
ＳＶＣの下１／３にあり、ＥＣＧ波形は、この位置に対応する。患者の氏名（１００１）
および施術を受けた日付もまた印刷される。
【００９８】
　図１０Ｂは、手順の終了時の最終位置が心臓アイコン（１０６０）の位置Ｃ（１０９０
）の大静脈心房交差点にあること以外は同様のプリントアウト（１０５０）を示す。「洞
房結節(SA Node)」フィールドは、基準ＥＣＧ波形（１０８０）を示し、「最終位置」フ
ィールド（１０７０）は、カテーテルのチップが洞房結節のところに配置されていること
を示す。最終位置でのＥＣＧ波形は、洞房結節での基準位置での波形と類似しており、場
合によっては一致する。洞房結節の近くというのは、大静脈心房交差点の位置を示す。こ
れらの位置は、医師によっては、同じであると判断される。
【００９９】
　図１１は、心電図の信号を使用して血管内デバイスを心臓内またはその近くに位置決め
するためのコンピュータを用いる方法（１１００）のブロック図である。
【０１００】
　血管内デバイスに装着されたアダプタによって、および、任意であるが、皮膚電極を通
して、取得された入力信号（１１０２）（ＥＣＧ）にアルゴリズムが適用される。エラー
検出ブロック（１１０５）は、リード少なくとも三種類のエラー状態／例外を検出する。
このようなエラー状態／例外は、例えば、除細動器が患者に使用されている場合、ペース
メーカが刺激パルスを発している場合、および／または、リード／電極がオフ状態にある
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場合などである。これらのエラー／例外は、異なる取り扱いがなされてもよく、使用者に
は、例外の存在および例外の取り扱い方法（１１１０）の情報が与えられてもよい。
【０１０１】
　予備演算処理ブロック（１１１５）は、信号を増幅し、ノイズを低減し、アーチファク
トを取り除いてもよい。一実施例では、現在最も入手し易いＥＣＧモニタと同様に、自動
ではなく、使用者の制御下で、表示範囲に合わせて信号の尺度を変更(rescaling) する。
かくして、ＥＣＧの振幅の変化に簡単に気がつく。ハイパスフィルタがベースラインを補
正し、呼吸アーチファクト等のアーチファクトを低減する。選択フィルタ、例えば、ウェ
ーブレット変換を使用して、広帯域ノイズ抑制が行われてもよい。他の機器および送電網
との電磁インタフェースを、中心帯域が６０Ｈｚまたは５０Ｈｚのノッチフィルタ（挟帯
域フィルタ）によって抑制し、国内または国外の電源に適応させてもよい。高周波ノイズ
は、ローパスフィルタによって抑制されてもよい。これは、一実施例では、例えば、心臓
の１サイクルに対応する移動ウィンドウ等の可変長アベレージング、連続した幾つかの心
臓サイクルに亘るＥＣＧのアベレージング、等によって実施される。適応フィルタリング
ブロック（１１２０）は、エラー信号を少なくすることによって、フィルタ係数を最適化
する。
【０１０２】
　時間領域パターン認識ブロック（１１３０）は、ＥＣＧ波形の要素、これらの要素の関
係、および、これらの要素の時間における挙動を同定する。ブロック１１３０の時間領域
パターン認識アルゴリズム、および、周波数領域パターン認識ブロック１１４０の重要な
態様は、情報履歴である。データ履歴を分析し、この分析に基づいて予測するために、Ｅ
ＣＧを特定の要素について実時間で分析し、他の要素について、適当なバッファ長のデー
タバッファを電子モジュールおよび／またはコンピュータモジュールのメモリに維持する
。一実施例では、データ履歴バッファの長さは数秒であり、これにより幾つかの心拍に対
応するＥＣＧ信号をバッファにセーブできる。ダブルバッファリング技術により、１つの
バッファ内の波形の演算処理を行うことができ、この際、第２バッファは、信号を記憶し
続ける。かくして、一方のバッファ内の波形の演算処理中に信号データが失われることは
ない。一方のバッファでのデータ演算処理の完了後、結果が決定支援アルゴリズム（１１
５０）に送出され、２つのバッファが役割を交換する。データが確実に失われないように
するために、バッファの長さは、データ演算処理の継続時間に適応する。更に、同様のダ
ブルバッファリング技術が周波数領域パターン認識ブロック（１１４０）に適用される。
【０１０３】
　血管内ＥＣＧの場合、目的の要素には、以下に示す１つまたはそれ以上の要素が含まれ
るが、これらに限定されるものではない。
【０１０４】
　１．Ｐ波，Ｑ波，Ｒ波，Ｓ波，Ｔ波，Ｕ波、これらのピーク、振幅、継続時間
【０１０５】
　２．Ｐ－Ｒセグメント，Ｓ－Ｔセグメント，Ｔ－Ｐセグメントの継続時間／間隔
【０１０６】
　３．Ｓ－Ｔセグメントの高さ
【０１０７】
　４．Ｐ－Ｐ間隔およびＲ－Ｒ間隔の分散
【０１０８】
　５．Ｓ－Ｔ間隔およびＲ－Ｔ間隔の分散等
【０１０９】
　６．Ｐ波およびＱＲＳ群のピークピーク値
【０１１０】
　７．Ｐ波およびＲ波の振幅の比およびＰ波およびＱＲＳ群のピークピーク振幅の比
【０１１１】
　８．Ｐ波の極性：単一正極、単一負局または双極
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【０１１２】
　９．Ｐ波、ＱＲＳ群およびＴ波の導関数
【０１１３】
　１０．Ｒ－Ｒ間隔および心拍の一時的平均
【０１１４】
　１１．所定期間に亘るＰ波振幅／ピークおよびＰ波ピークピーク振幅の最大値
【０１１５】
　１２．所定期間に亘るＲ波振幅／ピークおよびＱＲＳ群のピークピーク振幅の最大値
【０１１６】
　時間領域において、以下に示す追加的な計算が行われる。
【０１１７】
　１３．例えば呼吸アーチファクトを除去するための、および、ベースラインに対する変
化の分析を可能にするための、ベースライン控除
【０１１８】
　１４．ノイズ低減のための波形アベレージング
【０１１９】
　１５．信号の振幅の平方の和のような、時間領域での信号エネルギ計算（ベースライン
除去前および後）
【０１２０】
　１６．信号の変化を評価し、高周波アーチファクトを除去するための第１導関数計算
【０１２１】
　１７．第１導関数値の積分（和）
【０１２２】
　周波数領域において、以下に示す追加的な計算が行われる。
【０１２３】
　１８．ＤＣおよび準ＤＣ成分除去（ベースライン控除および呼吸アーチファクトの除去
と等価である）
【０１２４】
　１９．選択フィルタリング、即ち、アーチファクトおよびノイズ、例えば、高周波ノイ
ズ、筋肉アーチファクト、カテーテルおよび電極の取り扱いによる信号の変化、等に関連
した特定の周波数の除去
【０１２５】
　２０．信号を時間領域内に再構成するための逆フーリエ変換。
【０１２６】
　ＥＣＧ波形から上述の情報を得るために、以下に示す１つまたはそれ以上の技術を含む
幾つかの技術を使用してもよいが、これらの技術に限定されるものではない。
【０１２７】
　１．「ピーク検出」
【０１２８】
　２．一次導関数の計算
【０１２９】
　３．１つの心拍の信号に沿った、および、複数の心拍に沿った移動平均
【０１３０】
　４．適応閾値処理
【０１３１】
　５．自己相関
【０１３２】
　ブロック（１１２５）の高速フーリエ変換は、所定長のバッファに記憶された多数のＥ
ＣＧサンプル、例えば、２５６、５１２、１０２４、２０４８またはそれ以上のデータサ
ンプルに関して高速フーリエ変換を行う。フーリエ変換によって、波形が時間領域から周
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波数領域に変換される。
【０１３３】
　周波数領域パターン認識ブロック（１１４０）は、ＥＣＧに関して周波数領域で実行さ
れるパターン認識の様々な態様を示す。これには、以下に列挙するもののうちの１つまた
はそれ以上が含まれるが、これらに限定されるものではない。
【０１３４】
　１．主成分分析、即ち周波数スペクトルの最上位要素の決定（電気記録図の形態学的要
素、例えば、時間領域での特定の波およびセグメントの決定と同様）
【０１３５】
　２．主成分に基づいて計算量を減少するためのデータ圧縮
【０１３６】
　３．主成分の数および形態の決定、特に、スペクトルが主周波数（周波数帯域）を１つ
だけ、２つまたは多数有するかどうかの決定
【０１３７】
　４．周波数スペクトルからのスペクトルパワーおよび信号エネルギの計算
【０１３８】
　５．広帯域ノイズを減少するための、単一のスペクトルに亘る周波数の程度に沿った移
動平均
【０１３９】
　６．アーチファクトをフィルタ除去するための、幾つかのスペクトルに沿った移動平均
【０１４０】
　７．スペクトルの追加的な形態学的要素、例えば、最大周波数、最大周波数に含まれる
エネルギ、周波数ヒストグラム、即ちいずれの周波数がどれ程多くのエネルギを含んでい
るか、最高最大（highest significant maximum）エネルギピークの周波数、等の決定
【０１４１】
　８．スペクトル分布から決定される主成分および他のパラメータの時間に亘る挙動およ
び平均の計算、例えば、特定の期間に亘る信号エネルギおよびスペクトルパワーの最大値
の決定
【０１４２】
　９．スペクトル分析に基づく心臓の特定の状態の決定／評価。この決定／評価は、更に
、決定支援ブロック１１５０および１２５０でより詳細に実行される。
【０１４３】
　幾つかの決定支援アルゴリズムは、時間領域パターン認識アルゴリズムおよび周波数領
域パターン認識アルゴリズムによって提供される情報を使用する。一実施例では、ブロッ
ク（１１５０）は、ＳＶＣの下１／３または大静脈心房交差点のいずれかに血管内デバイ
スを配置するのを支援する。
【０１４４】
　詳細には、ブロック１１５０は、カテーテルの配置中に最初に大静脈心房交差点に達す
るという考えに基づく。大静脈心房交差点では、または、洞房結節の近くでは、Ｐ波およ
び他の電気的パラメータが最大値に達する。大静脈心房交差点では、Ｐ波は、単極である
。大静脈心房交差点で洞房結節に達した後、即ち、Ｐ波振幅およびスペクトルパワーの最
大値に達した後、Ｐ波の振幅が大静脈心房交差点で達した振幅の半分になるまでカテーテ
ルを数ｃｍ引き戻す。Ｐ波が大静脈心房交差点での振幅の半分まで減少する位置において
、カテーテルは、上大静脈の下１／３にあるものと考えられる。Ｐ波ピーク振幅またはピ
ークピーク振幅、並びに、スペクトルパワーは、血管系における位置をＥＣＧ波形に合わ
せてマッピングするのに使用される。
【０１４５】
　更に詳細には、血管内デバイスと関連した血管内ＥＣＧ信号を受け取った後、信号を複
数の所定期間に亘って演算処理し、各所定期間についてＰ波振幅およびスペクトルパワー
を計算する。次いで、最大Ｐ波振幅を複数のＰ波振幅から決定し、関連する最大スペクト
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ルパワーを複数のスペクトルパワーから決定する。これらの最大値が決定された位置を大
静脈心房交差点等の心臓内または心臓の近くの所定の位置と関連付ける。次いで、各所定
期間について、血管内デバイスの位置を、Ｐ波振幅の最大Ｐ波振幅に対する比およびスペ
クトルパワーの最大スペクトルパワーに対する比に基づいて計算し、次いで、血管内デバ
イスの位置を使用者に表示する。更に、Ｐ波振幅およびＲ波振幅の極性を使用して血管内
デバイスの位置を決定してもよい。
【０１４６】
　単一の基準またはこのような基準の組み合わせを使用して、決定を支援してもよい。一
実施例では、Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３は、経験的に定められた閾値である。これらの閾値は、患
者によって異なる。アルゴリズムは、現在の計測値に基づいて閾値を調節する上で適合ル
ープを使用できる。別の実施例では、これらの閾値は、予め定められている。
【０１４７】
　他の実施例では、Ｐピーク／Ｐ振幅またはＰ波ピークピーク振幅の、Ｒピーク／Ｒ振幅
またはＱＲＳ群ピークピーク振幅に対する比を使用して、洞房結節に対する位置を決定し
てもよい。一実施例では、Ｐピーク／振幅は、Ｒピーク／振幅のほぼ半分でなければなら
ず、Ｐ波は、ＳＶＣの下１／３に対応する位置について単極でなければならない。別の実
施例では、Ｐ波ピークピークは、ＱＲＳピークピーク振幅の半分でなければならず、Ｐ波
は、ＳＶＣの下１／３に対応する位置について単極でなければならない。
【０１４８】
　上述したように、決定支援アルゴリズムブロック１１５０の結果を、例えば、システム
（１１６０）によって同定されたＥＣＧの種類に対応する、心臓アイコン上の適当な位置
を強調することによって使用者に表示してもよい。
【０１４９】
　図１２に示す決定支援アルゴリズムブロック１２５０は、現在の位置のＰ波、Ｒ波およ
びＰ波スペクトルパワーと、同等のリード、例えば、リードＩＩでの皮膚心電図から決定
される、それらのパラメータの値との比較に基づく。閾値Ｔ１乃至Ｔ６は、各患者に対す
る適合調節に依存する経験値である。図１２に示す基準、または、このような基準の組み
合わせを使用してもよい。
【０１５０】
　特に、ＥＣＧスペクトルから計算される電気エネルギのレベルに関し、他の決定アルゴ
リズムを使用してもよい。血管内デバイスを配置する場合、１つの基準は、ＳＶＣの下１
／３に対応する位置で、血管内ＥＣＧから計算される平均電気エネルギが、皮膚レベルで
血管内ＥＣＧから、または、対応するリード、例えば、リードＩＩで皮膚ＥＣＧから計算
される平均電気エネルギの２倍であることである。
【０１５１】
　＜中心静脈カテーテルの配置方法＞
　中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）の配置方法を以下に説明する。
【０１５２】
　１．所与の患者について、血管アクセスデバイス（ＣＶＣ）の必要な長さを推算または
計測する。
【０１５３】
　２．生理食塩水およびアダプタ（２００）を使用する場合、工程１１に進む。そうでな
い場合には、以下に説明するように実行する。ガイドワイヤをＣＶＣに挿入し、ガイドワ
イヤのチップとカテーテルのチップとを面一に整合させる。ＣＶＣの外側のガイドワイヤ
の長さを計測する。この計測は、ガイドワイヤを血管に挿入した後、カテーテルのチップ
およびガイドワイヤのチップを再整合できるようにする上で必要である。例えば、無菌巻
き尺または縫合糸で計測を行った後、ガイドワイヤをＣＶＣから取り出す。
【０１５４】
　３．血管にアクセスし、推算した必要な長さについてガイドワイヤを挿入する。
【０１５５】
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　４．工程１で計測したガイドワイヤの長さがＣＶＣの外側に残るように、ＣＶＣをワイ
ヤに被せて挿入する。かくして、ワイヤに被せて挿入したＣＶＣのチップとガイドワイヤ
チップとが面一に整合する。
【０１５６】
　５．無菌電気アダプタを取り扱い説明書に従ってガイドワイヤに接続する。
【０１５７】
　６．無菌電気アダプタの他端を電気記録システムのＥＣＧケーブルに接続する。
【０１５８】
　７．電気記録システムのディスプレイが、電気記録システムの取り扱い説明書に従った
カテーテルチップの所望の位置、具体的には、ＳＶＣの下１／３、大静脈心房交差点また
は右心房を示すのをチェックする。代表的には、カテーテルのチップの位置は、電気記録
図のＰ波の特定の形状およびＲ波に対するＰ波の特定の形状によって、および／または、
エネルギレベルおよび閾値によって同定できる。
【０１５９】
　８．ガイドワイヤおよびＣＶＣを、スクリーン上のＥＣＧ波形が所望の位置に達したこ
とを示すまで、面一に整合した状態が変わらないように、一緒に引っ張ったり押したりす
ることによって、これらの位置を調節する。実際に挿入した長さを推算された長さと関連
付ける。
【０１６０】
　９．所望の位置に達した後、電気アダプタを外し、ガイドワイヤを取り外す。
【０１６１】
　１０．ＳＶＣを所定位置に固定する。
【０１６２】
　１１．生理食塩水およびアダプタ（２００）を使用する場合には、この工程から続行す
る。
【０１６３】
　１２．既存プロトコルによって現在特定されているように、血管にアクセスし、ＣＶＣ
をガイドワイヤに被せて導入する。
【０１６４】
　１３．ガイドワイヤを取り外す。
【０１６５】
　１４．無菌アダプタ（２００）をＣＶＣに取り付ける。
【０１６６】
　１５．アダプタ（２００）の電気接続部（２３４）を電気記録システムのＥＣＧケーブ
ルに取り付ける。
【０１６７】
　１６．注射器を生理食塩水で充填し、これをアダプタ（２００）の他端に接続する。カ
テーテル内腔を生理食塩水でフラッシングし、カテーテルチップ全体に亘って導電性生理
食塩水カラムを形成する。
【０１６８】
　１７．電気記録システムのディスプレイに示されたＥＣＧ波形が、電気記録システムの
取り扱い説明書に従ったカテーテルチップの所望の位置、具体的には、ＳＶＣの下１／３
、大静脈心房交差点または右心房を示していることをチェックする。代表的には、カテー
テルのチップの位置は、電気記録図のＰ波の特定の形状およびＲ波に対するＰ波の特定の
形状によって、および／または、エネルギレベルおよび閾値によって同定できる。
【０１６９】
　１８．スクリーン上のＥＣＧ波形が所望の位置に達したことを示すまで、引っ張ったり
押したりすることによって、ＣＶＣの位置を調節する。実際の長さを推算された長さと関
連付ける。
【０１７０】
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　１９．所望の位置に達した後、注射器およびアダプタ（２００）を取り外す。
【０１７１】
　２０．カテーテルを固定する。
【０１７２】
　＜皮下埋込型ポートの配置方法＞
　皮下埋込型ポートのカテーテルピースの配置方法は、ＣＶＣの配置方法と同様である。
アダプタ（２００）を皮下埋込型ポートのカテーテルに接続し、生理食塩水が入った注射
器をユニバーサルアダプタの他端に接続しなければならない。皮下埋込型ポートのカテー
テルに配置された注射針に異なる電気アダプタを接続すべきである。所望の位置に達した
後、カテーテルを皮下埋込型ポートに接続すべきである。
【０１７３】
　＜開端および閉端の抹消挿入型カテーテルの配置方法＞
　開端および閉端の両方の抹消挿入型カテーテルを本明細書中に説明したように配置でき
る。ＰＩＣＣの配置方法は、ＣＶＣの配置方法と同様である。カテーテルを所望の方向に
前進させ損なった場合には、本明細書中に説明した本発明に基づく操向機構を使用してＰ
ＩＣＣのチップを曲げることができる。
【０１７４】
　＜血液透析カテーテルの配置方法＞
　血液透析カテーテルの配置方法は、ＣＶＣを配置するための本明細書中に説明した方法
と同様である。カテーテルを所望の方向に前進し損なった場合には、本明細書中に説明し
た本発明に基づく操向機構を使用して、血液透析カテーテルのチップを曲げることができ
る。血液透析カテーテルの内腔の各々について、電気記録システムを使用して１つの内腔
を右心房内に配置し、他の内腔を大静脈心房交差点に配置するように案内するように、ア
ダプタ（２２０）を備えた２つの異なるガイドワイヤを使用してもよい。血液透析カテー
テルの内腔の各々を、各内腔のアダプタ（２２０）を電気記録システムのＥＣＧケーブル
の異なる電極に接続することによって、順次独立して、または、同時に配置できる。
【０１７５】
　＜不整脈の患者に中心静脈アクセスデバイスを配置する方法＞
　従来、不整脈の患者は、血管内ＥＣＧ法を使用し、中心静脈ライン配置を案内する手順
から除外されてきた。これは、Ｐ波の形状に目に見える変化がないためである。本明細書
中に説明したＰ波を分析するためのエネルギ基準を使用し、不整脈の患者に中心静脈アク
セスデバイスの配置を案内できる。不整脈の患者では、洞房結節によって発生した電気信
号は、特定の程度のランダム性を有し、そのため、これらの信号は、一貫したＰ波を発生
させるために同期しない。とはいえ、上述の論考に示すように、洞房結節の電気的活動は
、存在し、洞房結節の近傍に代表的な強さの電気信号を発生させる。一実施例では、アル
ゴリズムは、血管系内の特定の位置のマッピングを行うために、血管内電気記録図から計
測したエネルギを使用する。このように、このアルゴリズムは、位置を示すのが電気エネ
ルギだけであって、Ｐ波の形状が位置を示さない場合に、不整脈の患者において配置を案
内するのに使用できる。
【０１７６】
　＜チップ位置および心臓の電気活動の特定の態様をモニタするための方法＞
　本明細書中に説明したデバイスを使用し、心臓の電気活動の特定の態様を連続的にまた
は断続的にモニタできる。電気記録システムに接続された電気アダプタまたはアダプタ（
２００）をモニタリングに使用できる。電気アダプタは、任意の静脈アクセスデバイスま
たは任意の動脈デバイスに導入される、任意のスタイレットまたは他の導電性部材に接続
できる。アダプタ（２００）は、導電性溶液、例えば、生理食塩水を注入できる限り、更
に、任意の静脈ラインまたは動脈ラインに接続できる。アダプタ（２００）は、輸液ポン
プを使用して導電性流体が身体に挿入される場合にも使用できる。チップ位置、および／
または、心臓の電気活動の特定の態様をモニタすることは、多くの臨床状況で実行できる
。
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【０１７７】
　１．アダプタ（２００）は挿入後に、例えば、ベッドサイドでおよび／または在宅看護
の状況で、多くの中心静脈デバイスに取り付けることができる。こうした中心静脈デバイ
スとしては、ＰＩＣＣ、ＣＶＣ、血液透析カテーテル等がある。本発明の実施例で上述し
た方法と同様の方法を使用することによってアダプタが接続されている場合に、本発明の
一実施例に従ってアダプタをこのようなカテーテルおよび電気記録システムに接続するこ
とによって、また、生理食塩水をカテーテルに注入することによって、カテーテルのチッ
プの位置を確認でき、および／または、心臓の特定の電気活動をモニタできる。
【０１７８】
　２．アダプタ（２００）は、動脈ラインと、動脈ラインに接続された他のデバイスと、
の間の動脈ラインに接続できる。動脈ラインおよびユニバーサルアダプタ内の血液によっ
て、血液と電気記録システムとの間が確実に電気的に接続される。かくして、心臓の電気
活動を連続的にモニタできる。これは、前負荷の変化のモニタリングを行う場合に特に重
要である。前負荷の変化は、ＥＣＧ波形のＳＴセグメント中において、心臓の電気的エネ
ルギの変化となる。
【０１７９】
　３．電気記録システムを使用し、かつ、アダプタ（２００）を中心静脈ラインと圧力計
測システムとの間に接続し、これによって、中心静脈の圧力計測を行いながら、チップ位
置および心臓の電気活動のモニタリングを行うこともできる。
【０１８０】
　４．皮下埋込型ポートの場合には、ニードルをポートチャンバに挿入でき、生理食塩水
で充填した注射器を使用して、カテーテルを生理食塩水でフラッシングできる。電気アダ
プタをニードルおよび電気記録システムに取り付けることができる。検出された電気記録
図信号には、ニードルが皮膚と接触しているところの皮膚レベルからの情報が含まれ、注
入した生理食塩水カラムを通したカテーテルのチップからの情報が含まれる。カテーテル
チップまでの経路のインピーダンスは、皮膚までの経路のインピーダンスよりも低いので
、検出された信号は、両成分、即ち、皮膚レベルの成分およびカテーテルのチップのとこ
ろの成分を含む。皮膚レベル信号を差し引くことによって、本発明の実施例に説明したア
ルゴリズムに従って、カテーテルのチップのところの信号、ひいては、チップ位置および
心臓の所定の電気活動を推定できる。
【０１８１】
　図１３は、心臓の刺激伝導系を示し、図１４は、心臓の刺激伝導系での電気信号の伝播
を示す。
【０１８２】
　これらの図は、心臓の伝導機構を示す。この伝導機構は、計測された心臓内での電気エ
ネルギ分布が心臓内の特定の位置を示す理由を説明する。従って、局所的な電気信号、挙
動およびエネルギ集中を計測でき、心臓および血管内の位置を更に正確に決定でき、局所
的心臓情報を更に正確に表現できる。
【０１８３】
　心臓の伝導システムは、心臓の支配的ペースメーカ即ち洞房結節（１３１０）で始まる
。ＳＡ結節の固有心拍数は、毎分６０回乃至１００回の心拍である。インパルスは、ＳＡ
結節を出た後、心房を通ってバッハマン束（１３５０）および節間に沿って、房室（ＡＶ
）結節（１３２０）および心室に近づくように伝播する。インパルスは、ＡＶ結節を通過
した後、心室まで伝播する。最初に、ヒス束（１３３０）まで下り、次いで、束枝部に沿
って、最終的には、プルキンエ線維（１３４０）まで下りる。通常、接合部組織のペース
メーカ細胞および心室のプルキンエ線維が支配的である。これは、これらがＳＡ結節から
インパルスを受け取るためである。これらは、ＳＡ結節からインパルスを受け取らなかっ
た場合だけ、インパルスを発する。房室接合部の固有心拍数は、毎分４０回乃至６０回で
あり、心室の固有心拍数は、毎分２０回乃至４０回である。図１４に電気インパルスの様
々な伝播速度を示す。インパルスは、ＳＡ結節（１４１０）から、心房筋（１４２０）お
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よび心室筋（１４６０）を通って約０．５ｍｓで伝播し、束枝部（１４４０）および（１
４５０）を約２ｍ／ｓで通過し、プルキンエ線維（１４７０）を約４ｍ／ｓで通過し、Ａ
Ｖ結節（１４３０）を約０．０５ｍ／ｓで通過する。
【０１８４】
　有利なことに、電気信号および電気エネルギ分布を使用し、不整脈の場合でも、即ち、
標準的な皮膚心電図でコヒーレントなＰ波が計測されない場合でも、洞房結節の近くにあ
ることおよび右心房の電気活動を同定する。不整脈の幾つかの場合には、右心房で発生し
たランダムな電気信号は、身体を通って皮膚まで伝播するには十分なコヒーレンスを備え
ていない。それでも、右心房には、電気エネルギが存在し、局所的血管内計測によって非
コヒーレントＰ波として、即ち、ＥＣＧ波形のＰセグメントの大きな電気活動として、検
出できる。更に、エネルギの計測は、インパルスの伝導の局所的異常、即ち自動能の異常
（不整脈）、インパルスの逆行伝導、再入異常の影響を受け難い。
【０１８５】
　電気信号および電気エネルギ分布は、また、有利なことに、心機能、例えば、心筋の脱
分極および拡張と関連した前負荷の定量化にも使用される。
【０１８６】
　電気信号および電気エネルギ分布は、有利なことに、大動脈を通してガイドワイヤおよ
び案内カテーテルを左心に案内するのにも使用される。この方法は、左心房および冠状動
脈へのアクセスを簡単にし、コントラスト量を減少し、血管内デバイスをこうした位置ま
で案内するのに必要な放射線を低減する上で有用である。別の用途では、本発明に基づく
装置は、カテーテルの案内、例えば、スワンガンツを、右心室を通して肺動脈に案内する
のにも使用できる。他の血管内デバイスを案内でき、こうしたデバイスを使用して、心血
管系の他の位置での血管内の電気活動を計測できる。こうした位置は、本発明の実施例で
導入した新たな装置で計測した心電図によって識別できる。
【０１８７】
　図１５は、ニューロン制御系による心血管系の電気活動を示す。幾つかの伝導路が、心
臓（１５３０）および血管（１５２０）の活動を制御する機構と関連している。レセプタ
（１５１０）、例えば、圧力レセプタは、血管の状態および心臓の状態に関する情報を、
髄質中心（１５００）を通して神経系に伝達する。センサ／レセプタから受け取った情報
の処理および反応に、視床下部（１５４０）および上位の中心（１５５０）が関連してい
る。これらは、インパルス（１５６０）を血管および心臓に次々に送り戻す。制御系の電
気活動を計測することによって、心臓の状態に関する情報を得ることができる。この情報
は、従来、得ることができなかった。
【０１８８】
　図１８Ａは、アイントホーフェンのＥＣＧ三角形を示す。ＥＣＧリードについてのこの
命名規則を、本明細書中、様々な実施例と関連して使用する。患者からＥＣＧ信号を得る
ために、代表的には、１つの電極を右腕（ＲＡ）に配置し、１つの電極を左腕（ＬＡ）に
配置し、１つの電極を基準として左脚（ＬＬ）で使用する。Ｐ波が最も変化する方向を矢
印（２２００）によって示す。従って、カテーテルのナビゲーションおよびチップの配置
のために血管内ＥＣＧを使用する場合、一実施例では、右腕（ＲＡ）に対応する電極を、
カテーテル等の血管アクセスデバイス（１１０）の近位端に使用可能に接続する（図１Ａ
参照）。このようにして、カテーテルの遠位端に対して検出された、例えば、カテーテル
に配置された電極を介して検出されたＥＣＧ波形は、アイントホーフェン三角形のリード
ＩＩによって検出されたものと考えることができる。かくして、血管系を通してカテーテ
ルを前進させたとき、リードＩＩは、Ｐ波の最も大きな変化を示し、したがって、洞房結
節の近接の検出に最も適している。洞房結節は、大静脈心房交差点に位置し、Ｐ波（右心
室の電気活動を示す）の生成に関与する。アイントホーフェン三角形のリードＩＩＩに対
応する波形は、ＲＡ電極がカテーテルに使用可能に接続されている場合、一実施例では、
血管系を通してカテーテルをナビゲートするときに、比較的不変のままである。従って、
リードＩＩＩは、本明細書中に説明したように多くの目的で役立つ基準リードとして、本
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発明の一実施例で使用される。一実施例では、本明細書で導入された装置は、本明細書中
で血管内ＥＣＧリード（カテーテルナビゲーションおよびチップの位置決めを行う）とも
呼ばれるリードＩＩ、および、本明細書中で皮膚ＥＣＧリード（基準波形として）とも呼
ばれるリードＩＩＩについて、ＥＣＧ信号に基づく波形を同時に表示する。
【０１８９】
　図５を再び参照すると、この図は、一実施例による、血管系内および心臓内の対応する
位置に対する様々な血管内ＥＣＧの波形のマッピングを示す。詳細には、位置Ａは、上大
静脈（ＳＶＣ）に対応し、位置Ｂは、ＳＶＣの下１／３に対応し、位置Ｃは、大静脈心房
交差点と対応し、位置Ｄは、右心室と対応し、位置Ｅは、下心房および／または下大静脈
と対応する。
【０１９０】
　図１８Ｂは、ＥＣＧセンサ付カテーテル等の本明細書中に開示したデバイスで得られた
、図５の位置Ａで計測されるような血管内（リードＩＩ）ＥＣＧ波形（２２１５）を示す
。皮膚ＥＣＧ波形（２２１０）は、リードＩＩＩと同等の皮膚基準ＥＣＧリードを示す。
基準Ｐ－Ｒ群を（２２８０）によって示す。位置Ａの代表的なＰ－Ｒ群を（２２５０）に
よって示す。リードカテーテルおよびそのＥＣＧセンサの血管系内での移動に従って、例
えば、Ｐ－Ｒ群（２２５０）でわかるように、Ｐ波がリードＩＩで劇的に変化するのに対
し、Ｐ波は、基準（２２８０）として使用されるリードＩＩＩでは、実質的に一定のまま
である。
【０１９１】
　一実施例では、２つのＥＣＧリード（例えば、図１８ＢのリードＩＩおよびリードＩＩ
Ｉ）からの波形が、カテーテル配置システムといった装置のディスプレイ上に、例えば、
図１８Ｂ乃至図１８Ｆに示すように同時に表示される。別の実施例では、３つのリード（
図１８ＡのリードＩ、リードＩＩおよびリードＩＩＩ）が図２０Ｆに示すように同時に表
示されてもよい。
【０１９２】
　本明細書中に説明した方法、装置およびＥＣＧ電極形態を使用することによって、一実
施例では、リード血管内リードＩＩを使用してカテーテル配置を案内するのと同時に、皮
膚基準リード（リードＩＩＩ）を使用して患者の病態、例えば、患者の心拍数をモニタで
きる。
【０１９３】
　図１８Ｃは、本明細書中に開示したデバイスで得られる、図５の位置Ｂで計測されるよ
うな血管内ＥＣＧ波形（２２２０）を示す。皮膚ＥＣＧ波形（２２１０）は、リードＩＩ
Ｉと同等の皮膚基準リードを示す。基準Ｐ－Ｒ群を（２２８０）によって示す。位置Ｂで
の代表的なＰ－Ｒ群を（２２５５）によって示す。上述のように、カテーテルのチップに
対応するリードＩＩでのＰ波は、Ｐ－Ｒ群（２２５０）において劇的に変化するが、基準
（２２８０）として使用されるリードＩＩＩでのＰ波は、ほぼ一定である。
【０１９４】
　図１８Ｄは、本発明の一実施例に開示されたデバイスで得られた、図５の位置Ｃでの血
管内ＥＣＧ波形（２２２５）を示す。ＥＣＧ波形（２２１０）は、リードＩＩＩと同等の
皮膚基準リードを示す。基準Ｐ－Ｒ群を（２２８０）によって示す。位置Ｃでの代表的な
Ｐ－Ｒ群を（２２６０）によって示す。カテーテルのチップに対応するリードＩＩでのＰ
波は、Ｐ－Ｒ群（２２６０）で劇的に変化するが、基準（２２８０）として使用されるリ
ードＩＩＩでのＰ波は、ほぼ一定である。
【０１９５】
　図１８Ｅは、本発明の一実施例に開示されたデバイスで得られた、図５の位置Ｄでの血
管内ＥＣＧ波形（２２３０）を示す。ＥＣＧ波形（２２１０）は、リードＩＩＩと同等の
皮膚基準リードを示す。基準Ｐ－Ｒ群を（２２８０）によって示す。位置Ｄでの代表的な
Ｐ－Ｒ群を（２２６５）によって示す。カテーテル（２６５）のチップに対応するリード
ＩＩでのＰ波は、Ｐ－Ｒ群（２２６５）において劇的に変化するが、基準（２２８０）と
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して使用されるリードＩＩＩでのＰ波は、ほぼ一定である。
【０１９６】
　図１８Ｆは、本発明の一実施例に開示されたデバイスで得られた、図５の位置Ｅでの血
管内ＥＣＧ波形（２２４０）を示す。ＥＣＧ波形（２２１０）は、リードＩＩＩと同等の
皮膚基準リードを示す。基準Ｐ－Ｒ群を（２２８０）によって示す。位置Ｅでの代表的な
Ｐ－Ｒ群を（２２７０）によって示す。カテーテルのチップに対応するリードＩＩでのＰ
波は、Ｐ－Ｒ群（２２７０）において劇的に変化するが、基準（２２８０）として使用さ
れるリードＩＩＩでのＰ波は、ほぼ一定である。
【０１９７】
　図１９Ａは、本明細書で導入した装置、例えば、カテーテル配置システムの性能を示す
。そのスクリーンに幾つかのディスプレイウィンドウが同時に表示される。１つ、２つ、
または、それ以上のディスプレイウィンドウが含まれていてもよい。これらのディスプレ
イウィンドウ（３３１０および３３２０）の各々は、１つ乃至３つのＥＣＧの波形（リー
ドＩ、リードＩＩおよびリードＩＩＩ）を、任意の組み合わせで、実時間で、再生モード
または固定モードで表示できる。一実施例では、１つのディスプレイウィンドウ（３３１
０）を使用し、実時間のＥＣＧの波形（カテーテル案内リードＩＩまたは血管内リードＩ
Ｉ、および、皮膚基準リードＩＩＩ）を表示し、別のディスプレイウィンドウ（２３２０
）を使用し、固定ＥＣＧ波形（カテーテル案内リードＩＩおよび皮膚基準リードＩＩＩ）
を表示する。かくして、使用者は、カテーテル案内リードの変化を、特に、２つの異なる
カテーテルチップ位置、即ち、ディスプレイウィンドウ（２３２０）に固定表示されたチ
ップ位置と、ウィンドウ（２３１０）に表示された現在（実時間）のチップ位置と、でＰ
－Ｒ群において比較できる。
【０１９８】
　上述のマルチウィンドウ比較により、一実施例による以下のカテーテル配置方法を使用
できる。即ち、最初に、カテーテルを心房内で、ウィンドウ（２３２０）で確認できるよ
うに（図１９Ｂ参照）Ｐ波がその最大振幅に達するまで前進させた後、Ｐ波の大きさがそ
の最大振幅の半分になる位置までカテーテルを引き戻す。Ｐ波の大きさがその最大振幅の
半分になる、そのような位置は、上大静脈の下１／３（図５の位置Ｂ）を示す。
【０１９９】
　図２０Ａは、皮膚基準リードを使用してカテーテル案内リード（リードＩＩ）のＰ波セ
グメントを分析する、一実施例による方法を示す。Ｐ波そのものが見出されるＰ波セグメ
ントは、同一の心拍のＱＲＳ群の直前にあるという事実によって特徴付けられる。更に、
心拍のＰ波セグメントは、前の心拍のＴ波に続いて発生する。Ｐ波セグメントを検出する
ために、ＱＲＳ群のＲピークの検出を含むアルゴリズムを適用できる。アルゴリズムは、
一実施例では、以下の工程を含む。
【０２００】
　Ｒピークを検出する。
【０２０１】
　Ｒ－Ｒ間隔を計算する。
【０２０２】
　Ｒピーク前のＲ－Ｒ間隔の所定の割合が、Ｐ波が生じる間隔であることを仮定する。Ｐ
波が発生するこの間隔がＰ波セグメントと定義される。
【０２０３】
　Ｐ波セグメントのＰピーク、その振幅および極性を検出する。
【０２０４】
　図１１および図１２に示すような演算処理アルゴリズム、分析アルゴリズムおよび意思
決定アルゴリズムを適用する。
【０２０５】
　一実施例では、上述したアルゴリズムを適用するために、ＲピークおよびＲ－Ｒ間隔を
、血管内リードＩＩで、即ち、案内に使用されるのと同じＥＣＧリードで検出できる。別
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の実施例では、ＲピークおよびＲ－Ｒ間隔を、リードＩＩＩ（皮膚基準リード）を使用し
て検出できる。特に、図２０ＡのリードＩＩＩ（２４１０）でのＲピーク検出を、リード
ＩＩでのＥＣＧ波形の任意のセグメントの分析のトリガーとして使用できる。この分析に
は、図２０ＡのＰ波セグメント（２４２０）の分析が含まれる。更に、リードＩＩの信号
品質が許せば、リードＩＩ自体で検出されるＲピーク（２４３０）をリードＩＩ波形の処
理のトリガーとして使用できる。他の実施例では、他のリードを、カテーテルのナビゲー
ションおよびチップの位置決めに使用されるリード以外のリードでのトリガーとして使用
できる。例えば、随意であるが、リードＩをカテーテルのナビゲーションおよびチップの
位置決めに使用できる。更に、一実施例による装置では、リードＩをカテーテルのナビゲ
ーションおよびチップの位置決めに使用できるが、とはいえ、リードＩＩは、多くの臨床
設定に適している。一実施例では、同一のリードによって検出された波形のピークについ
て、上述のトリガーが生じ得ることに着目されたい。更に、一実施例では、リードＩＩで
検出されたピークをリードＩの分析のトリガーに使用できる。かくして、これらのおよび
他の変形例が考えられる。
【０２０６】
　本明細書中に説明したような、カテーテルのナビゲーションおよび位置決めに使用され
るＥＣＧリードとは異なる１つのＥＣＧリードについての分析をトリガーすることは、分
析のトリガーにいずれのＥＣＧリードが使用されるのか、および、カテーテルのナビゲー
ションおよび位置決めにいずれのＥＣＧリードが使用されるのかに関わらず、多くの実際
の状況で有利である。図２０Ｂ乃至図２０Ｅ、特に図２０Ｅでわかるように、安定したノ
イズレスなリード、例えば、リードＩＩＩをトリガーすることにより、リードＩＩＥＣＧ
信号が所望以上の量の信号ノイズを含む場合に、例えば、カテーテルのナビゲーションお
よび位置決めに使用される血管内リードＩＩ等の他のリードの様々なセグメントの処理性
能が向上する。実際上の設定では、使用者は、リードＩＩの接続を手作業で取り扱うので
、ノイズが多いリードＩＩＥＣＧ信号が極めて頻繁に現れる。他の状況では、以下でわか
るように、本明細書中で導入したトリガーの考えによる利点がある。
【０２０７】
　図２０Ｂは、基準皮膚リードＩＩＩ（２４１０）で検出されるＲピークおよび対応する
Ｒ－Ｒ間隔が、ナビゲーションリードＩＩでのＰＱＲＳセグメント（２４３０）の分析を
どのようにトリガーするのかを示す。本明細書中に説明したように、ＥＣＧリードＩＩの
Ｐ波セグメントおよびＱＲＳ群は、血管系内でのカテーテルのチップの位置を予測するた
めに、別々にまたは互いに関係を以て分析される。図２０Ｂに示す場合では、Ｐ波は、Ｒ
振幅と等しい大きな正の振幅を有し、双極である（負の第１セグメントを有する）。この
ような場合、リードＩＩ自体でＲピークを検出することは、アルゴリズムを使用すること
により不可能ではないにしろ、非常に困難である。基準リードＩＩＩ（２４１０）で検出
されたＲピークの検出に基づくリードＩＩ（２４３０）のＥＣＧ波形分析をトリガーする
ことにより、カテーテルチップ位置のＰ波セグメント特性の変化の検出および処理を行う
ことができる。このような、アルゴリズムによるリードＩＩのＥＣＧ波形分析は、図２０
Ｂに示す場合では、かえって困難である。これは、このリードでは、Ｒピークを明瞭に検
出するのが困難であるためである。
【０２０８】
　図２０Ｃは、不整脈の患者の場合に、カテーテルナビゲーションリードＩＩ（２４４０
）でのＰ波セグメントの分析をトリガーするのに、１つのリードのＲピーク、例えば、リ
ードＩＩＩ（２４１０）のＲピークでどのようにトリガーするのかを示す。代表的には、
図２０Ｃおよび図２０Ｄでわかるように、不整脈の患者では、皮膚ＥＣＧリードにＰ波セ
グメントは現れない。しかしながら、カテーテルナビゲーションおよびチップ位置決めリ
ード、例えば、リードＩＩは、カテーテルが洞房結節および大静脈心房交差点に近づくと
きに、Ｐ波セグメントの比較的高レベルの電気活動を検出できる。Ｐ波セグメントの電気
活動（エネルギ）のレベルは、カテーテルチップが洞房結節を通過して右心房に入るにつ
れて更に増大する。ナビゲーションリードＩＩのＰ波セグメントのこの増大した電気活動



(34) JP 2013-518676 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

の最高レベルは予測できないので、例えば、Ｐ波振幅がリードＩＩのＲ波の振幅よりも高
い場合があるので、皮膚ＥＣＧリードのＲピークの前記Ｐ波セグメントの分析をトリガー
することにより、Ｐ波検出およびこれに続くカテーテルチップの配置および位置決めに対
する適当な解決策が提供される。
【０２０９】
　図２０Ｄは、不整脈の患者の場合に、ＥＣＧリードＩＩおよびＥＣＧリードＩＩＩの両
方にＰ波がない状態を示す。図２０Ｄでは、リードＩＩは、患者の右腕の皮膚電極に接続
されており、リードＩＩＩは、患者の左腕の皮膚電極に接続されている。リードＩＩＩの
Ｒピーク（２４１０）をこの図に示し、識別可能なＰ波がリードＩＩにないことを示す対
応するセグメントを（２４５０）として示す。
【０２１０】
　図２０Ｅは、カテーテルナビゲーションリード、例えば、リードＩＩにノイズが多くま
たは不安定であり、それにより、Ｒピークおよび対応するＰ波の検出が困難である状況を
示す。この場合、上述したように、安定した基準リード、例えば、皮膚リードＩＩＩでの
Ｒピーク（２４１０）を検出することによって、比較的ノイズが多いカテーテルナビゲー
ションリードのＰ波セグメント（２４６０）を見つけて分析するために、上述したトリガ
ーを介して、その能力を確保する。
【０２１１】
　図２０Ｆは、２つのリード（この例では、リードＩおよびリードＩＩ（図１８Ａ参照）
）を使用して、対応するＥＣＧ波形（２４７０）および（２４７５）を同時に検出し、基
準リード（リードＩＩＩ）の追加的な同時のＥＣＧ波形（２４８０）とともに三角形を形
成し、カテーテルチップの位置を求める別の実施例を示す。詳細には、リードＩおよびリ
ードＩＩを同時に参照し、これらのリードの相関（またはその欠如）を使用して、ノイズ
を低減し、Ｐ波セグメントおよびＱＲＳセグメントの変化、および、Ｐ波とＱＲＳ群との
間の相対的変化を更に正確に決定することによって、カテーテルチップのほぼ正確な位置
を決定できる。
【０２１２】
　図２１Ａおよび図２１Ｂは、不整脈の場合に、カテーテルナビゲーションおよびチップ
位置の確認を行うための、Ｐ波セグメント、および／または、Ｐ波セグメントとＱＲＳ群
との関係を使用するアルゴリズムに関する、一実施例による詳細を示す。
【０２１３】
　詳細には、図２１Ａは、２つの皮膚ＥＣＧリード（皮膚電極を使用する）についてのＥ
ＣＧ波形を示す。図２１Ａでは、一実施例では、左腕の皮膚電極を使用して、対応するＲ
ピーク（２５１０）が検出されたリードＩＩＩと、右腕の皮膚電極を使用して、Ｐ波（２
５２０）がないことが検出されたリードＩＩとの両方を、左脚の皮膚電極と比較する。従
来、こうした代表的な不整脈ＥＣＧ波形を示す患者は、カテーテルナビゲーションおよび
チップ位置の確認を行うためのＥＣＧに基づく方法を使用する上での候補とは考えられな
かった。Ｐ波が皮膚レベルに存在しないので、大静脈心房交差点でのカテーテルチップの
位置を決定するのにＥＣＧ方法を使用することができないと考えられていた。図２１Ａは
、かくして、Ｐ波が存在しない位置のナビゲーションリードのＰセグメント（Ｐ波）の特
徴およびエネルギの計算を行うために、皮膚基準リードのＲピーク（２５１０）を使用で
きる状況を示す。
【０２１４】
　更に詳細には、図２１Ｂは、図２０Ａ乃至図２０ＥＣＧに関連して説明した装置で得ら
れるようなＥＣＧ波形を示し、本明細書中に説明した装置および方法によって、不整脈の
患者であってもＥＣＧに基づいたカテーテルナビゲーションおよびチップ配置を使用して
治療できるということを示す。図１１および図１２で説明した演算処理アルゴリズムに起
因して、リードＩＩでカテーテルのチップから得られたＥＣＧ信号は、従来技術と比較し
て、正確であり且つノイズが少ない。このため、カテーテルチップが洞房結節の近くにあ
る場合に、Ｐ波セグメント（２５３０）の変化が見えるようになる。こうした変化は、生
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理学によって正当化されるように、右心房のランダムな電気活動に対応する。このランダ
ムな電気活動およびその変化を、Ｐ波セグメント（２５３０）によって示すように、本明
細書で導入する装置で検出できる。このランダムな電気活動は、典型的には、皮膚および
リードＩＩＩに達すると相殺され、このため、従来技術のＥＣＧ法によって検出するのは
困難または不可能である。
【０２１５】
　幾つかの場合では、上述の右心房のランダムな電気活動は、非常に弱く、カテーテルの
チップのところでもこれを検出するためには、本明細書中に説明した装置等の装置が必要
とされる。カテーテルナビゲーションリードのＰ波セグメントの変化を観察し、および／
または、分析することによって、カテーテルのチップ位置を、例えば、上大静脈（弱く低
いエネルギ、または、Ｐ波がない）上での位置に合わせて、大静脈心房交差点の位置に合
わせて、および、右心房内の位置に合わせて、マッピングできる。図２１Ｂは、基準リー
ド（例えば、皮膚リードＩＩＩ）でのＲピークが、Ｐ波セグメント（２５３０）が存在す
る位置でのナビゲーションリード（例えば血管内リードＩＩ）の対応するＰ波（Ｐ波セグ
メント）の分析をどのようにトリガーするのかを示す。
【０２１６】
　図１１および図１２に説明したアルゴリズムに加え、カテーテルまたは他の血管内デバ
イスを配置する上で、電気記録図スペクトルから計算されるような電気エネルギのレベル
に関するアルゴリズム等の他の決定アルゴリズムを使用できるということがわかる。例え
ば、１つの基準は、ＳＶＣの下１／３に対応する位置で、血管内電気記録図から計算した
平均電気エネルギが、皮膚レベルでの血管内電気記録図から、例えば、リードＩＩＩ等の
対応するリードにおける皮膚心電図から計算した平均電気エネルギの２倍であると特定す
る。
【０２１７】
　図１１および図１２に関連して上文中に開示したアルゴリズムに加え、指向性を有する
エネルギおよびこれに基づく意思決定の概念を本明細書に導入する。わかるように、例え
ば、図１８Ｂの（２２５０）のところ、および、図１８Ｃの（２２２５）のところでは、
Ｐ波は単極、即ち、単一の極性を有し、この極性は正である。これと比較して、図１８Ｄ
の（２２６０）のところ、および、図１８Ｅの（２２６５）のところは、双極Ｐ波、即ち
、負の成分と正の成分との両方を有するＰ波を示す。図１８Ｆは、（２２７０）のところ
でのＰ波セグメントが、単極Ｐ波セグメントであるが、極性が、図１８Ｂおよび図１８Ｃ
に示すＰ波セグメントと比較して逆であることを示す。
【０２１８】
　上述のＰ波セグメントの極性の変化は、アイントホーフェン三角形（図１８Ａ参照）に
従った、洞房結節に対するカテーテルチップの位置、および、皮膚電極の位置に起因する
。本明細書中に例示した場合では、カテーテルを上大静脈から大静脈心房交差点を通って
、さらに右心房を通って下大静脈内にナビゲートするにしたがい、Ｐ波セグメントの極性
は、これに従って変化する。
【０２１９】
　一実施例によれば、また、上文中の記載を考慮すれば、カテーテルチップ位置を以下の
ように決定できる。カテーテル配置システム等の本明細書中に説明した装置によって、検
出されたＰ波について、正のエネルギ値および負のエネルギ値を決定する。正のＰ波エネ
ルギ値は、本明細書中に説明したエネルギ計算アルゴリズムに従って、正のＰ波エネルギ
値（即ち、ＥＣＧベースラインよりも上方の値）のみについて、決定される。これに対応
して、負のＰ波エネルギ値は、本明細書中に説明したエネルギ計算アルゴリズムに従って
、負のＰ波エネルギ値のみについて、決定される。本実施例に従って決定されたこれらの
エネルギ値（正および負）は、本明細書中では、「指向性エネルギ」値とも呼ばれる。こ
れは、これらの値が、上述した血管内リードＩＩ等の、対応するリードに使用可能に接続
される適当なセンサを介してＰ波が検出されている、カテーテルチップの方向および位置
に関連しているためである。
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【０２２０】
　上述したＰ波の指向性エネルギは、一実施例によれば、カテーテルのナビゲーションの
案内、および、そこでのチップの配置に使用できる。詳細には、一実施例では、右腕電極
がカテーテルチップのところで血管内ＥＣＧ信号を検出する（図２０Ａ乃至図２０Ｅに関
連して上述した）標準的なアイントホーフェン電極形態が考えられる。他の電極形態も可
能であるということに着目されたい。Ｐ波エネルギが実質的に全体に正である場合には、
カテーテルチップは、洞房結節の上方に、例えば、上大静脈内に配置されているものと考
えられる。Ｐ波が正のエネルギおよび相対的に少量の負のエネルギを有するが、正のエネ
ルギがＲ波エネルギに対して小さい場合には、図１８Ｄの（２２６０）でわかるように、
カテーテルチップは、大静脈心房交差点に配置されている。Ｐ波セグメントが、その正の
エネルギに対して大量の負のエネルギを有し、正のエネルギが、Ｒ波エネルギと同じ位で
ある場合には、図１８Ｅの（２２６５）でわかるように、カテーテルチップは、右心房内
にある。Ｐ波がほぼ全体に負のエネルギを有する場合には、図１８Ｆの（２２７０）でわ
かるように、カテーテルチップは、下大静脈に近づいているか、或いは、下大静脈内にあ
る。このようにして、本明細書で言及した指向性エネルギは、本明細書中に説明した本方
法によって、カテーテルのナビゲーションおよびチップの配置に使用される。
【０２２１】
　図２２Ａ乃至図２２Ｄならびに図２３Ａおよび図２３Ｂは、１人のオペレータが無菌領
域で本明細書中に説明した装置および方法を使用できる、例示的な実施例によるコネクタ
に関する様々な詳細を示す。
【０２２２】
　詳細には、図２２Ａは、磁気吸引性を有する接続体（２９１５）を示す。この接続体の
表面は、導電性を有している。接続体（２９１５）は、２つのコネクタ（２９１０）およ
び（２９２０）に電気的に接続される。コネクタ（２９１０）は、無菌デバイス／アダプ
タ（２９０５）の一端に接続される。無菌デバイス（２９０５）の他端は、上述したよう
に、無菌ガイドワイヤもしくは無菌スタイレット、または、無菌生理食塩水アダプタに接
続できる。コネクタ（２９２０）は、本明細書で図１Ａに示す装置に接続されるＥＣＧケ
ーブルの一端に取り付けることができ、あるいは、コネクタ（２９２０）自体がこのケー
ブルの一端であってもよい。
【０２２３】
　接続体（２９１５）の表面には、様々な方法で処理がなされてもよい。一実施例では、
導電性表面を有する筐体に磁石が組み込んであってもよい。磁石は、電気コネクタ（２９
１０）および（２９２０）を金属製表面に引き付け、これらを表面上に係止させ、かくし
て、コネクタ（２９１０）と接続体（２９１５）の導電性表面との間での電気的な接触を
確立し、接続体（２９１５）の導電性表面と他方の電気接点（２９２０）との間での電気
的な接触を確立する。
【０２２４】
　接続体２９１５は、１人のオペレータによって、本明細書中に説明した方法を用いて無
菌領域で使用できる、１つの種類のコネクタを例示する。従って、一実施例では、接続体
（２９１５）は、手順中に１人の無菌状態のオペレータの手が届くように、非無菌領域内
でのカテーテル配置手順が開始される前に配置される。次いで、今のところまだ無菌状態
ではないオペレータが非無菌状態のコネクタ（２９２０）の一端をＥＣＧケーブルに接続
し、図２２Ａに示すコネクタ端を接続体２９１５の表面上に「落とす」。磁石が接続体（
２９１５）に組み込まれているので、コネクタ（２９２０）は、接続体の導電性表面に引
き付けられ、その表面に付着する。コネクタ（２９２０）が取り付けられた、または、コ
ネクタ（２９２０）に含まれるＥＣＧケーブルの端部は、ＥＣＧリード自体であってもよ
く、それによって、ワークフローが簡単になる。
【０２２５】
　手順中、１人のオペレータは無菌である。オペレータは、コネクタ（アダプタ）（２９
１０、２９０５）が包装された無菌パッケージを開封し、無菌手袋をはめた手で無菌コネ
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クタ端（２９１５）を保持し、無菌コネクタを接続体（２９１５）の導電性表面上に落と
す。コネクタ（２９２０）と同様に、コネクタ（２９１０）は、組み込んだ磁石によって
、接続体（２９１５）に磁気で引き付けられ、これによって、コネクタ（２９１０）が接
続体の導電性表面上に固定される。この方法を使用し、無菌領域の無菌状態を損なうこと
なく、無菌電気コネクタ（２９１０）と非無菌コネクタ（２９２０）との間を電気的に接
続することができる。また、この方法は、１人のオペレータによって使用でき、１人の無
菌オペレータが、本明細書中に説明した装置を使用できる。
【０２２６】
　図２２Ｂは、コネクタの別の実施例を示す。この実施例では、接続体（２９３０）は、
ワイヤに直接的に接続されている。或いは、接続体（２９３０）は、ＥＣＧケーブル（２
９３５）の一体的な一部分である。この実施例は、図２２Ａに関連して上述した方法を簡
単にする。これは、無菌手順中、無菌アダプタ（２９０５）に接続された無菌コネクタ（
２９２５）だけを接続体（２９３０）の導電性表面（２９３０）に落とせばよいためであ
る。
【０２２７】
　図２２Ｃは、接続体の別の実施例を示す。この実施例では、無菌アダプタ（２９０５）
のコネクタ（２９４０）は、図２２Ａに関連して上述したアダプタ（２９０５）およびコ
ネクタ（２９１０）と類似している。カテーテル配置手順中、無菌状態のオペレータは、
無菌コネクタ（２９４０）を接続体または嵌め合いピース（２９４５）に内に落とす。嵌
め合いピース（２９４５）は、内部にコネクタ（２９４０）を受け入れるカップを備える
。磁石がカップに組み込まれており、この磁石は、コネクタ（２９４０）をカップに引き
込み、ここに固定する。これと同時に、カップにより、電気的に接続された状態が確実に
確保される。嵌め合いピース（２９４５）は、ＥＣＧケーブル（２９５０）の一体的な一
部分（例えばＥＣＧリードの一端）、ＥＣＧケーブルに接続するためのワイヤの一端、ま
たは、その他の幾つかの適当な形態とすることができる。嵌め合いピース２９４５を使用
するための方法は、図２２Ｂに関連して説明した方法と類似しており、相違点は、雄／雌
型接続部を相対的に固定するために、カップ（２９４５）がコネクタ（２９４０）を吸い
込むことができることである。図２２Ａ、図２２Ｂおよび図２２Ｄに関連して説明した実
施例の場合のように、接続体に使用される形状および材料は、この接続体で相互接続され
る構成要素に対して適正に電気的に接触する限り、変えてもよい。
【０２２８】
　図２２Ｄは、コネクタ（２９５５）に使用可能に接続するための磁石が設けられたカッ
プ（２９６０）が、ＥＣＧケーブルクリップを取り付けることができるコネクタ（２９６
５）を反対側の端部に備えていること以外は、図２２Ｃに関連して説明した接続体と同様
の接続体の形態を示す。このように、配置手順中、非無菌オペレータは、ＥＣＧケーブル
が設けられたクリップを使用することによって、コネクタ（２９６５）を市販のＥＣＧケ
ーブルに接続できる。その後、無菌手順中、無菌オペレータは、図２２Ｃに関連して説明
した方法と同様に、無菌コネクタ（２９５５）をカップ（２９６０）内に落とす。
【０２２９】
　図２３Ａは、例えば剛性プラスチック製の強化無菌コネクタピース（３０２０）を有す
る、一実施例による操向可能な無菌アダプタ（３０１０）の詳細を示す。無菌オペレータ
は、図２２Ｃおよび図２２Ｄにおけるように無菌コネクタピース（３０２０）を嵌め合い
ピース（３０３０）内に落とす代りに、無菌アダプタ（３０１０）の剛性コネクタピース
（３０２０）を使用して嵌め合いピース内に操向、例えば、押したり回転させたりできる
。一実施例では、嵌め合いピース（３０３０）は、コネクタピース３０２０を引き付ける
ために磁石が組み込まれている。別の実施例では、嵌め合いピース（３０３０）には磁石
が設けられておらず、嵌め合いピースとコネクタピースとの間に適当な電気的接続を形成
するように、コネクタピース（３０２０）が嵌着する適当な大きさおよび形状を備えてい
る。
【０２３０】
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　図２３Ｂは、磁石を必要とせずに、簡単な嵌め合いピース（３０５０）に押し込むこと
ができ、且つ、これに使用可能に接続できる、一実施例による操向可能なコネクタピース
（３０４０）を示す。図示し且つ説明した形状に加え、コネクタ（３０４０）およびその
嵌め合いピース（３０５０）について、その他の形状、例えば、レールやねじ等とするこ
とが可能である。
【０２３１】
　上述したコネクタの実施例の任意の適当な組み合わせを使用できるということが理解さ
れよう。例えば、図２３の操向可能なコネクタは、図２２Ｄに示すような嵌め合いピース
を有することができる。
【０２３２】
　図２４Ａ乃至図２４Ｆは、一実施例によるカテーテルナビゲーションの様々な詳細を示
す。図示するように、これらの図は、各々、２つのディスプレイウィンドウを含む。第１
ウィンドウは、ＥＣＧ波形を示し、第２ウィンドウは、心臓の概略図またはアイコン、お
よび、第１ウィンドウのＥＣＧ波形が対応するＥＣＧ信号の計測点を示す追加的な位置ア
イコンを示す。ＥＣＧ波形と位置アイコンとの間のマッピングは、一実施例では、上述し
たアルゴリズムおよび方法を使用して行われる。２つのディスプレイウィンドウは、独立
して使用されてもよいし、一緒に使用されてもよい。一実施例では、２つのディスプレイ
ウィンドウは、オペレータが、観測されたＥＣＧ波形をカテーテルチップの位置と関連付
けられるようにするために、グラフィカルユーザインタフェース（図１Ａ参照）上に同時
に表示される。別の実施例では、ユーザインタフェースを簡単にするために、心臓および
位置アイコンウィンドウだけが表示される。
【０２３３】
　位置アイコンは、任意の１つまたはそれ以上の幾つかの可能な形態を含むことができる
。こうした形態には、特定の方向への前進を示す矢印、同定可能な位置を示すドット、十
字、星印、等が含まれる。これらのアイコンの各々は、位置関係を強調するために、様々
な色で着色されていてもよい。別の実施例では、同定可能なチップ位置の各々と、様々な
音響とを関連付けることができる。チップ位置を同定する音響およびアイコンは、使用者
が、患者の血管系内においてカテーテルを案内すること、および、チップを配置すること
を補助するために、一緒に使用してもよいし、独立して使用してもよい。
【０２３４】
　一実施例では、簡略化したユーザインタフェースを使用する。この実施例では、心臓ア
イコンおよび対応する位置アイコンだけを表示する。この場合、ＥＣＧ波形および位置の
マッピングで実行される計算は、使用者には見えない。かくして、使用者がＥＣＧ波形を
解釈することを必要とせずに、ナビゲーションを行うため、および、チップを配置するた
めに、本明細書中に説明した装置を使用できる。心臓およびカテーテルチップ位置アイコ
ンだけを表示する、簡略化したユーザインタフェースを、例えば、図２５Ｂに例示する実
施例に示すように、使用できる。
【０２３５】
　更に詳細には、図２４Ａは、上体の胸腔の外側のカテーテルチップ位置に対応するＥＣ
Ｇ波形、すなわち、皮膚基準ＥＣＧリードＩＩＩ（３１１０）および血管内カテーテルナ
ビゲーションＥＣＧリードＩＩ（３１１５）を示す。アイコン表示ウィンドウには、心臓
アイコン（３１２５）が表示されており、位置アイコン（３１２０）は、カテーテルが胸
腔に向かって移動するのを示す。別の実施例では、矢印状位置アイコン（３１２０）に代
えて、上大静脈の上方および外側の位置を示す十字、ドット、または、任意の他の適当な
アイコンを使用してもよい。
【０２３６】
　矢印状位置アイコン（３１２０）は、カテーテルチップが心臓に向かって移動している
事実を裏付けるナビゲーションＥＣＧリードＩＩの変化、例えば、チップが洞房結節に近
づいていることを示す、電気エネルギの着実な上昇、および、正の指向性エネルギを有す
るＰ波をアルゴリズムが検出した場合にのみ、一実施例による装置によって表示される。
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アルゴリズムが、カテーテルが血管系を通って前進するにしたがって生じる、血管内ＥＣ
Ｇ信号の電気エネルギの着実な上昇を検出しない場合には、ドット、星印、十字、または
、他の適当な位置アイコンが上大静脈の上方および外側の位置に表示される。グラフィッ
クアイコンに加えて、または、これに代えて、これらの位置および状況の各々に関連した
音響を再生することができる。
【０２３７】
　図２４Ｂは、上大静脈に対応する位置での、基準リード（３１１０）およびカテーテル
ナビゲーションリード（３１１５）に対応するＥＣＧ波形を示す。アイコンディスプレイ
ウィンドウは、心臓アイコン（３１２５）と、この心臓アイコン上の上大静脈を示すドッ
ト状位置アイコン（３１３０）とを示す。この位置は、上述したような装置によって、Ｅ
ＣＧ波形（３１１０）および（３１１５）に基づいて決定される。図２４Ａにおけるのと
同様に、任意の適当なアイコン形状および色彩を使用でき、および／または、検出された
ＥＣＧ波形が示す位置にカテーテルのチップが達したときに、音響またはメロディを再生
してもよい。
【０２３８】
　図２４Ｃは、上大静脈の下１／３に対応する位置での、基準リード（３１１０）および
カテーテルナビゲーションリード（３１１５）に対応するＥＣＧ波形を示す。アイコンデ
ィスプレイウィンドウは、心臓アイコン（３１２５）と、この心臓アイコン上の上大静脈
の下１／３を示すドット状位置アイコン（３１４０）とを示す。この位置は、上述したよ
うな装置によって、ＥＣＧ波形（３１１０）および（３１１５）に基づいて計算される。
図２４Ａにおけるのと同様に、任意の適当なアイコン形状および色彩を使用でき、および
／または、検出されたＥＣＧ波形が示すような位置にカテーテルのチップが達したときに
、所定の音響またはメロディを再生してもよい。
【０２３９】
　図２４Ｄは、大静脈心房交差点に対応する位置での、基準リード（３１１０）およびカ
テーテルナビゲーションリード（３１１５）に対応するＥＣＧ波形を示す。アイコンディ
スプレイウィンドウは、心臓アイコン（３１２５）と、この心臓アイコン上の大静脈心房
交差点を示すドット状位置アイコン（３１５０）とを示す。この位置は、上述したような
装置によって、ＥＣＧ波形（３１１０）および（３１１５）に基づいて計算される。図２
４Ａにおけるのと同様に、任意の適当なアイコン形状および色彩を使用でき、および／ま
たは、検出されたＥＣＧ波形が示すような位置にカテーテルのチップが達したときに、所
定の音響またはメロディを再生してもよい。
【０２４０】
　図２４Ｅは、右心房に対応する位置での、基準リード（３１１０）およびカテーテルナ
ビゲーションリード（３１１５）に対応するＥＣＧ波形を示す。アイコンディスプレイウ
ィンドウは、心臓アイコン（３１２５）と、この心臓アイコン上の右心房を示すドット状
位置アイコン（３１６０）とを示す。この位置は、上述したような装置によって、ＥＣＧ
波形（３１１０）および（３１１５）に基づいて計算される。図２４Ａにおけるのと同様
に、任意の適当なアイコン形状および色彩を使用でき、および／または検出されたＥＣＧ
波形が示すような位置にカテーテルのチップが達したときに、所定の音響またはメロディ
を再生してもよい。
【０２４１】
　図２４Ｆは、上体の胸腔の外側のカテーテルチップ位置に対応するＥＣＧ波形、即ち、
皮膚基準ＥＣＧリードＩＩＩ（３１１０）および血管内カテーテルナビゲーションＥＣＧ
リードＩＩ（３１１５）を示す。アイコンディスプレイウィンドウには、心臓アイコン（
３１２５）と、カテーテルが胸腔から遠ざかる方向に、例えば、下大静脈に向かって、移
動することを示す矢印状位置アイコン（３１７０）とが表示される。他の実施例では、矢
印状位置アイコン（３１７０）に代えて、右心房の下方の位置を示す十字、ドット、また
は、任意の他の適当なアイコンを使用してもよい。
【０２４２】
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　一実施例では、装置は、カテーテルチップが心臓から遠ざかる方向に移動している事実
を裏付けるナビゲーションＥＣＧリードＩＩの変化、例えば、チップが洞房結節から遠ざ
かる方向に移動していることを示す、電気エネルギの着実な減少、および、負の指向性エ
ネルギを有するＰ波を、アルゴリズムが検出した場合にのみ、矢印状位置アイコン（３１
７０）を表示する。アルゴリズムが、カテーテルが血管系を通って前進するにしたがって
生じる、血管内ＥＣＧ信号の電気エネルギの着実な減少を検出せずに、負のＰ波を検出す
る場合には、ドット、星印、十字、または、任意の他の位置アイコンが右心房の下および
外側に表示される。グラフィックアイコンに加え、または、これに代えて、これらの位置
および状況の各々に関連した音響を再生することができる。
【０２４３】
　図２５Ａは、携帯電話（３２１０）、タブレットＰＣ、手持ち操作可能な、または、携
帯式の他の適当なデバイスのグラフィカルユーザインタフェースのディスプレイウィンド
ウを示す。詳細には、携帯電話のユーザインタフェースには、２つのＥＣＧリード、即ち
、基準リードおよびカテーテルナビゲーションリードの波形（３２２０）が表示されてい
る。携帯電話または他の適当なデバイスは、一実施例では、比較的長い時間（比較的多く
の心臓サイクル）に亘ってＥＣＧ波形を表示できるように、横にした位置に保持される。
ディスプレイデバイスが実時間表示モードにある場合には、デバイスを横にする毎に、デ
ィスプレイは、ＥＣＧ波形の表示に切り替わる。別の実施例では、一度に１つのＥＣＧリ
ードしか表示されない。更に別の実施例では、３つまたはそれ以上のリードを同時に表示
できる。本発明の実施例に説明したように、別の実施例では、ＥＣＧ波形の変化を簡単に
評価できるようにするために、ディスプレイデバイスのスクリーンを実時間で分割し、（
現在位置）ディスプレイウィンドウおよび固定（基準位置）ウィンドウを表示してもよい
。図１Ａに示す装置と携帯電話（３２１０）との間の双方向の相互作用により、図２５Ａ
乃至図２７Ｂに関連して図示し且つ説明した機能を得ることができる。一実施例では、こ
れは、図１Ａに示すワイヤレス接続部１５０を介して行われる。当業者には理解されるよ
うに、携帯電話（３２１０）には、通信を可能にする、対応するワイヤレス接続部が装備
されている。
【０２４４】
　図２５Ｂは、図２４Ａ乃至図２４Ｆに説明したナビゲーションインタフェースに基づい
て、携帯電話（３２１０）または他の適当な手持ち操作可能な／携帯式のデバイスのスク
リーン上に表示される簡略化したユーザインタフェース（３２３０）を示す。実時間表示
モードにあり、ディスプレイデバイスが鉛直に位置決めされている場合には、デバイスは
、図２５Ｂに示す簡略化したユーザインタフェースを表示する。実時間表示モードにある
場合には、デバイスは、図２５Ａに示す、デバイスを横にした場合のＥＣＧ波形の表示と
、図２５Ｂに示す、デバイスを鉛直にした場合のナビゲーションユーザインタフェースの
表示と、の間で、前後に自動的に切り替える。
【０２４５】
　図２６は、一実施例において、携帯電話（３３１０）、タブレットＰＣ、または、同様
のデバイスのタッチスクリーンでのズーム機能およびスクロール機能を示す。使用者は、
２本の指（３３２０）を使用して、ＥＣＧ波形を見易いようにズームインおよびズームア
ウトできる。指とタッチスクリーンとを使用することによって、ＥＣＧ波形記録のスクロ
ールを行うこともできる。
【０２４６】
　図２７Ａは、一実施例において、ＥＣＧ波形および／または簡略化したユーザインタフ
ェースおよび患者データを別のコンピュータまたはデバイスに通信するために、携帯電話
（３４１０）、タブレットＰＣ、または、他の適当な手持ち操作可能な／携帯式のポータ
ブルデバイスを使用できることを示す。通信インタフェースを（３４２０）で示す。この
ような伝送は、携帯電話（３４１０）によって、Ｗｉ－Ｆｉ、携帯電話、または、他の適
当なネットワークを介して行うことができる。
【０２４７】
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　図２７Ｂは、携帯電話（３４１０）、タブレットＰＣ、または他の適当な手持ち操作可
能な／携帯式のデバイスのグラフィカルユーザインタフェースを示す。このグラフィカル
ユーザインタフェースは、患者データ（３４３０）と、デバイスの向きによって定まる、
ＥＣＧ波形（３４４０）または簡略化した心臓アイコンと、消去やメモリへの記憶等を含
む、１つまたはそれ以上の患者記録のブラウジング、制御および処理を行うためのインタ
フェース（３４５０）と、を表示できる。
【０２４８】
　本明細書中に説明した装置、アルゴリズムおよび方法は、様々な環境に関連して、様々
な構成要素およびシステムを使用して、実施できるということは理解されよう。本発明の
実施例の実施に使用できるＥＣＧモニタリングシステムの一例は、２００９年９月１０日
に出願された「カテーテルの血管内配置に関する装置およびディスプレイ方法」という表
題の米国特許出願公開第２０１０／００３６２２７号に記載されている。ＥＣＧモニタリ
ングシステムの別の例は、２００９年４月２１日に出願された「中心静脈カテーテル（Ｃ
ＶＣ）のチップの配置方法」という表題の米国特許出願公開第２００９／０２５９１２４
号に記載されている。これらの出願に開示された全ての内容は、参照によって、本明細書
の開示の一部に組み入れられる。
【０２４９】
　本発明の実施例に関連して使用できるＥＣＧセンサスタイレットの非限定的例は、２０
０９年８月２１日に出願された「ＥＣＧセンサおよび磁気アッセンブリを含むカテーテル
アッセンブリ」という表題の米国特許出願公開第２０１０／０２２２６６４号、および、
２０１０年９月２９日に出願された「カテーテルを血管内に配置するための装置で使用す
るためのスタイレット」という表題の米国特許出願公開第２０１１／００１５５３３号に
記載されている。これらの出願に開示された全ての内容は、参照によって、本明細書の開
示の一部に組み入れられる。
【０２５０】
　本発明の実施例は、本開示の趣旨から逸脱することなく、他の特定の形態で実施されて
もよい。以上に説明した実施例は、全ての点に関し、例示であって、限定ではないと考え
られるべきである。従って、これらの実施例の範囲は、以上の説明によってよりも、むし
ろ、添付の特許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲の意味および等価性の範疇
の全ての変更は、特許請求の範囲の範囲内に含まれる。
【符号の説明】
【０２５１】
　　２…電子モジュール
　　１０…患者コネクタインタフェース
　　２０…増幅器
　　４０…マイクロプロセッサ
　　５０…患者絶縁ブロック
　　６０…電源
　　７０…シリアルインタフェース
　　８０…ワイヤレスインタフェース
　　９０…コンピュータモジュール
　　１００…装置
　　１１０…血管アクセスデバイス
　　１２０…アダプタ
　　１３０…電子モジュール
　　１４０…コンピュータモジュール
　　１５０…ワイヤレス接続部
　　１６０…周辺機器
　　１７０…アルゴリズム
　　１８０…グラフィカルユーザインタフェース
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　　２００…血管内デバイス用アダプタ
　　２０１…デバイス
　　２２０…本体
　　２３０…端部
　　２５０…デバイス
　　２６０…デバイス
　　２６５…カテーテル
　　２７０…錐体部
　　２７０…円錐部
　　３００…カテーテル
　　３１０…スタイレット
　　３２０…操向部材
　　３２０…ディスプレイウィンドウ
　　３５０…カテーテルチップ
　　４１０…基準電極
　　４１５…血管内デバイス
　　１１０５…エラー検出ブロック
　　１１１５…予備演算処理ブロック
　　１１２０…適応フィルタリングブロック
　　１１３０…時間領域パターン認識ブロック
　　１１４０…周波数領域パターン認識ブロック
　　１１５０…決定支援アルゴリズムブロック
　　１１６０…システム
　　１２５０…決定支援アルゴリズムブロック

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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