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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　埋込型遠隔測定回路と、
　該埋込型遠隔測定回路に電気的に接続された埋込型アンテナであって、第１の非コイル
セグメントと、該第１の非コイルセグメントに取り付けられた第１のコイルセグメントと
、該第１のコイルセグメントに取り付けられた第２の非コイルセグメントとを含む前記埋
込型アンテナと、
　人または動物の体に埋め込むためのサイズと形状に整えた埋込型ハウジングであって、
該埋込型ハウジングは導電材料を有し、且つ前記埋込型遠隔測定回路の少なくとも一部を
収容し、前記導電材料は前記埋込型遠隔測定回路に電気的に接続されている、前記埋込型
ハウジングと、
　人または動物の体に埋め込むためのサイズと形状に整えた埋込型誘電性隔室であって、
該埋込型誘電性隔室は前記埋込型アンテナを収容するとともに、前記ハウジングとつなが
れている、前記埋込型誘電性隔室と、
を含むシステムであって、
　前記埋込型アンテナは、第１の特定の動作周波数範囲と、第１の特定の動作周波数範囲
とは異なる第２の特定の動作周波数範囲とを使用して、情報を電磁的に無線伝送するよう
に構成されており、前記第１の特定の動作周波数範囲と前記第２の特定の動作周波数範囲
とが、少なくとも部分的には前記第１の非コイルセグメントと前記第２の非コイルセグメ
ントとに対する前記第１のコイルセグメントの物理的配置によって特定されるとともに、
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前記第１の特定の動作周波数範囲と前記第２の特定の動作周波数範囲とが、少なくとも部
分的には前記第１の非コイルセグメントに対する前記第２の非コイルセグメントの物理的
配置によって特定されるシステム。
【請求項２】
　前記埋込型アンテナは、前記第１の特定の動作周波数範囲において前記第１の非コイル
セグメントに沿って放射し、前記第２の特定の動作周波数範囲において前記第２の非コイ
ルセグメントに沿って放射するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記埋込型アンテナは、前記第２の非コイルセグメントに取り付けられた第２のコイル
セグメントを含み、前記第２の非コイルセグメントは、前記第２のコイルセグメントと前
記第１のコイルセグメントとの間に配置されており、
　前記第１の特定の動作周波数範囲および前記第２の特定の動作周波数範囲が、少なくと
も部分的には前記第１のコイルセグメントと、前記第１の非コイルセグメントと、前記第
２の非コイルセグメントとに対する前記第２のコイルセグメントの物理的配置によって特
定される請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１の非コイルセグメントに対する前記第１のコイルセグメントの物理的配置は、
生体媒質内の前記埋込型アンテナが、前記第１および第２の動作周波数範囲の少なくとも
一方に対する前記埋込型遠隔測定回路の出力インピーダンスとの共役整合を近似するよう
に構成されている請求項１から３までのいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記埋込型遠隔測定回路は、前記埋込型アンテナに接続されたインピーダンス整合要素
を含んでおり、前記第１のコイルセグメントは、前記整合要素が不連続性誘導子を含むこ
とを要することなく、前記埋込型遠隔測定回路に誘導的に装荷するように構成されている
請求項１から４までのいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　埋込型ハウジング内に包含され且つ埋込型アンテナに結合された埋込型遠隔測定回路を
使用して、第１の特定の動作周波数範囲と、第１の特定の動作周波数範囲とは異なる第２
の特定の動作周波数範囲とにおいて情報を電磁的に無線伝送する工程を含む方法であって
、前記埋込型アンテナが人または動物の体に埋め込むためのサイズと形状に整えた埋込型
誘電性隔室に包含され、且つ前記埋込型ハウジングに結合されており、
　前記埋込型アンテナは、第１の非コイルセグメントと、該第１の非コイルセグメントに
取り付けられた第１のコイルセグメントと、該第１のコイルセグメントに取り付けられた
第２の非コイルセグメントとを含んでおり、
　前記第１の特定の動作周波数範囲と前記第２の特定の動作周波数範囲とが、少なくとも
部分的には前記第１の非コイルセグメントと前記第２の非コイルセグメントとに対する前
記第１のコイルセグメントの物理的配置によって特定されるとともに、前記第１の特定の
動作周波数範囲と前記第２の特定の動作周波数範囲とが、少なくとも部分的には前記第１
の非コイルセグメントに対する前記第２の非コイルセグメントの物理的配置によって特定
され、埋込型アンテナを使用して情報を電磁的に無線伝送する工程が前記第２の非コイル
セグメントを使用することを含む方法。
【請求項７】
　前記情報を電磁的に無線伝送する工程は、前記埋込型アンテナを使用して、前記第１の
特定の動作周波数範囲において前記第１の非コイルセグメントに沿って放射し、前記第２
の特定の動作周波数範囲において前記第２の非コイルセグメントに沿って放射する工程を
含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記埋込型アンテナは前記第２の非コイルセグメントに取り付けられた第２のコイルセ
グメントを含み、該第２の非コイルセグメントは前記第２のコイルセグメントと前記第１
のコイルセグメントとの間に配置されており、前記埋込型アンテナを使用して情報を電磁
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的に無線伝送する工程が前記第２のコイルセグメントを使用することを含んでおり、前記
第１の特定の動作周波数範囲および前記第２の特定の動作周波数範囲が、少なくとも部分
的には前記第１のコイルセグメントと、前記第１の非コイルセグメントと、前記第２の非
コイルセグメントとに対する前記第２のコイルセグメントの物理的配置によって特定され
る請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記埋込型遠隔測定回路を使用して生体媒質内の前記埋込型アンテナの共役インピーダ
ンスを実質的に整合する工程を含む請求項６から８までのいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、埋込型装置用の無線周波数装荷アンテナに関する。
　本願は、２００８年３月4日に出願された米国特許仮出願第６１／０３３，５３５号に
ついて優先権の利益を主張し、この仮出願は、参照として本願に組み込まれる。また、本
願は２００８年８月１４日に出願された米国特許仮出願６１／０８８，９８６号について
優先権の利益を主張し、この仮出願は、参照として本願に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　医療装置は、体内など体と関係した生理学的情報の監視、検出または感知、生理学的状
態または病気の診断、生理学的状態または病気の治療もしくは治療法の提供、器官または
組織の機能の回復や修正を含む役割を果たすために体内に埋め込むことができる。埋込型
医療装置の例は、心調律管理装置、例えばペースメーカー、心臓再同期治療装置、心臓除
細動器もしくは除細動器、神経刺激装置、神経筋刺激装置または薬物送達システムを含む
ことができる。ある例では埋込型医療装置は、遠隔測定回路と、この遠隔測定回路につな
がれたアンテナとを含むことができ、両者の組合せは埋込型医療装置と外部装置との間で
無線通信を提供するように構成されて、例えば埋込医療装置から情報（例えば生理学的情
報または他の情報）を外部装置に送り、または外部装置からの情報（例えばプログラミン
グ命令）を埋込型医療装置において受け取ることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　体内の埋込型医療装置と外部装置との間、または体外の埋込型医療装置と外部装置との
間で短距離（例えば数センチメートル）の通信を提供するために電磁結合を使用すること
ができる。しかしながら電磁結合通信は主として近接場放射に依拠しており、電磁場分布
はアンテナからの距離およびアンテナの向きに強く依存しているが、このことは埋込型医
療装置と外部装置との間の無線通信の有効範囲を著しく制限する。
【０００４】
　電磁結合の代替として、または電磁結合に加えて電磁結合を上回る範囲を有する低出力
無線周波数（ＲＦ）通信を使用して、埋込型医療装置と外部装置との間で通信を提供する
ことができる。しかしながら多くのＲＦ通信経路、帯域または周波数は、管理機関または
他の規制機関、例えば連邦通信委員会（ＦＣＣ）または他の監督官庁によって制限されて
いる。そのようなものとして一つのエリアで利用できる周波数は他のエリアでは利用でき
ない。
【０００５】
　さらに、所望のアンテナ長さは特定の伝送周波数に依存している。ある周波数では所望
のアンテナ長さは医療装置の内部に収容するのが困難である。
　本発明の課題は、上記従来技術における欠点を取り除くことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、何よりも埋込型アンテナを使用して第１の特定の動作周波数範囲および第
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２の特定の動作周波数範囲で情報を電磁的に無線伝送するためのシステムまたは方法を認
識した。ある例では、埋込型アンテナは第１の非コイルセグメントおよび第１のコイルセ
グメントを含むことができ、第１の特定の動作周波数範囲および第２の特定の動作周波数
範囲が、少なくとも一部において、第１の非コイルセグメントに対する第１のコイルセグ
メントの物理的配置によって設定され得る。
【０００７】
　例１において、システムは埋込型遠隔測定回路と、この埋込型遠隔測定回路と電気的に
接続された埋込型アンテナとを含んでおり、埋込型アンテナは第１の非コイルセグメント
と、この第１の非コイルセグメントに取り付けられた第１のコイルセグメントとを含み、
埋込型アンテナは第１の特定の動作周波数範囲と第２の特定の動作周波数範囲を使用して
情報を電磁的に無線伝送するように構成されており、第１の特定の動作周波数範囲および
第２の特定の動作周波数範囲が、少なくとも一部において、第１の非コイルセグメントに
対する第１のコイルセグメントの物理的配置によって設定される。
【０００８】
　例２において、例１の埋込型アンテナは随意に第２の非コイルセグメントに取り付けら
れた第２のコイルセグメントを含み、例１の第１および第２の特定の動作周波数範囲は、
随意に少なくとも一部において、第１のコイルセグメントおよび第１の非コイルセグメン
トに対する第２のコイルセグメントの物理的配置によって設定される。
【０００９】
　例３において、例１から例２のいずれか一以上の埋込型アンテナは随意に第２の非コイ
ルセグメントに取り付けられた第２のコイルセグメントを含み、第２の非コイルセグメン
トは第２のコイルセグメントと第１のコイルセグメントとの間に設置されており、例１か
ら例２の第１の特定の動作周波数範囲および第２の特定の動作周波数範囲は、随意に少な
くとも一部において、第１のコイルセグメント、第１の非コイルセグメントおよび第２の
非コイルセグメントに対する第２のコイルセグメントの物理的配置によって設定される。
【００１０】
　例４において、例１から例３のいずれか一以上の第１の特定の動作周波数範囲の中心に
ある第１の中間帯域周波数は、随意に第２の動作周波数の中心にある第２の中間帯域周波
数から少なくとも１オクターブだけずれている。
【００１１】
　例５において、例１から例４のいずれか一以上の第１および第２の特定の動作周波数範
囲は随意に、
（１）約４０２ＭＨｚから約４０５ＭＨｚまで及ぶ埋込型医療用通信サービス（ＭＩＣＳ
）用帯域
（２）約８６２ＭＨｚから約８７０ＭＨｚまで及ぶ短距離無線機器（ＳＲＤ）用帯域
（３）約９０２ＭＨｚから約９２８ＭＨｚまで及ぶ第１の医療科学産業（ＩＳＭ）用帯域
（４）約２４００ＭＨｚから約２５００ＭＨｚまで及ぶ第２のＩＳＭ用帯域
のうち少なくとも一つを含むリストから選択されている。
【００１２】
　例６において、例１から例５のいずれか一以上の埋込型アンテナの最長の物理的直線寸
法は随意に、生体媒質内の埋込型アンテナの最長の特定の動作波長の４分の１に等しいか
、それより小さい。
【００１３】
　例７において、例１から例６のいずれか一以上の埋込型アンテナが第１および第２の動
作周波数範囲の少なくとも一方で示す放射効率は、随意に第１のコイルセグメントが同様
の長さの非コイルセグメントによって置き換えられたときに得られるであろう放射効率よ
りも高い。
【００１４】
　例８において、例１から例７のいずれか一以上の第１の非コイルセグメントに対する第
１のコイルセグメントの物理的配置は、随意に生体媒質内の埋込型アンテナが、第１およ
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び第２の動作周波数範囲の少なくとも一方に対する埋込型遠隔測定回路の出力インピーダ
ンスとの共役整合(conjugate match)を近似するように構成されている。
【００１５】
　例９において、例１から例８のいずれか一以上の埋込型遠隔測定回路は、随意に埋込型
アンテナに接続されたインピーダンス整合要素を含んでおり、第１のコイルセグメントは
整合要素が不連続性誘導子を含むことを要することなく、埋込型遠隔測定回路を誘導的に
装荷するように構成されている。
【００１６】
　例１０において、例１から例９のいずれか一以上の埋込型アンテナが第１および第２の
動作周波数範囲の少なくとも一方で示す指向性は、随意に第１のコイルセグメントが同様
の長さの非コイルセグメントによって置き換えられたときに得られるであろう指向性より
も少ない。
【００１７】
　例１１において、例１から例１０のいずれか一以上のシステムは、随意に人または動物
の体に埋め込むためのサイズと形状に整えた埋込型ハウジングを含み、この埋込型ハウジ
ングは導電材料を有し、埋込型遠隔測定回路の少なくとも一部を収容し、導電材料は埋込
型遠隔測定回路に電気的に接続されており、さらに当該システムは人または動物の体に埋
め込むためのサイズと形状に整えた埋込型誘電性隔室を含み、この埋込型誘電性隔室は埋
込型アンテナの少なくとも一部を収容し、埋込型誘電性隔室はハウジングとつながれてい
る。
【００１８】
　例１２において、例１から例１１のいずれか一以上のシステムは、随意に外部アンテナ
と、この外部アンテナに電気的に接続された外部遠隔測定回路とを有する外部遠隔測定モ
ジュールを含んでおり、埋込型アンテナと外部アンテナは無線でつながれており、外部ア
ンテナは、第１または第２の特定の動作周波数範囲の少なくとも一方を使用して埋込型医
療アセンブリと外部遠隔測定モジュールとの間で情報を電磁的に無線伝送するように構成
されている。
【００１９】
　例１３において、例１から例１２のいずれか一以上の第１のコイルセグメントの最長の
直線寸法は、随意に第１の非コイルセグメントの最長の直線寸法に等しいか、それより短
い。
【００２０】
　例１４において、本方法は埋込型アンテナを使用して第１の特定の動作周波数範囲およ
び第２の特定の動作周波数範囲で情報を電磁的に無線伝送することを含み、埋込型アンテ
ナは第１の非コイルセグメントと、この第１の非コイルセグメントに取り付けられた第１
のコイルセグメントとを含んでおり、第１の特定の動作周波数範囲および第２の特定の動
作周波数範囲が、少なくとも一部において、第１の非コイルセグメントに対する第１のコ
イルセグメントの物理的配置によって設定される。
【００２１】
　例１５において、例１４の埋込型アンテナは随意に、第１のコイルセグメントに取り付
けられた第２の非コイルセグメントを含み、埋込型アンテナを使用して情報を電磁的に無
線伝送することが第２の非コイルセグメントを使用することを含んでおり、第１の特定の
動作周波数範囲および第２の特定の動作周波数範囲が、少なくとも一部において、第１の
コイルセグメントおよび第１の非コイルセグメントに対する第２の非コイルセグメントの
物理的配置によって設定される。
【００２２】
　例１６において、例１４から例１５のいずれか一以上の埋込型アンテナは、随意に第２
のコイルセグメントと第１のコイルセグメントとの間に設置される第２のコイルセグメン
トを含み、埋込型アンテナを使用して情報を電磁的に無線伝送することが第２のコイルセ
グメントを使用することを含んでおり、第１の特定の動作周波数範囲および第２の特定の
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動作周波数範囲が、少なくとも一部において、第１のコイルセグメント、第１の非コイル
セグメントおよび第２の非コイルセグメントに対する第２のコイルセグメントの物理的配
置によって設定される。
【００２３】
　例１７において、例１４から例１６のいずれか一以上の情報を電磁的に無線伝送するこ
とは、随意に第１の中間帯域周波数を有する第１の特定の動作周波数範囲を使用すること
を含んでおり、第１の中間帯域周波数が第２の中間帯域周波数から少なくとも１オクター
ブだけずれている。
【００２４】
　例１８において、例１４から例１７のいずれか一以上の情報を電磁的に無線伝送するこ
とは、随意に第１の非コイルセグメントの最長の直線寸法に等しいか、それより短い第１
のコイルセグメントの最長の直線寸法を有する埋込型アンテナを使用することを含む。
【００２５】
　例１９において、例１４から例１８のいずれか一以上の方法は、随意に埋込型遠隔測定
回路を使用して生体媒質内の埋込型アンテナの共役インピーダンスを実質的に整合するこ
とを含む。
【００２６】
　例２０において、例１４から例１９のいずれか一以上の実質的に整合することは、コイ
ルセグメントを使用して埋込型遠隔測定回路を誘導的に装荷することを含む。
　例２１において、例１４から例２０のいずれか一以上の方法は、随意に埋込型遠隔測定
回路を使用して埋込型アンテナを駆動することを含んでおり、埋込型遠隔測定回路は埋込
型導電性ハウジング内に収容され、アンテナは導電性ハウジングの外部に設置されており
、例１４から例２０のいずれか一以上の情報を電磁的に無線伝送することが、第１の特定
の動作周波数範囲または第２の特定の動作周波数範囲の少なくとも一方を使用して埋込型
アンテナと外部遠隔測定モジュールアンテナとの間で情報を電磁的に無線伝送することを
含む。
【００２７】
　上記の概述は本特許出願の主題の概観を提供することを意図したものである。これは本
発明の排他的または包括的な説明を意図したものではない。本特許出願に関するこの他の
情報を提供するために詳細な説明が含まれている。
【００２８】
　必ずしも縮尺通りに描かれていない図面において、同様の数字は異なる視点で見られた
類似の部材を表すことがある。異なる添え字を有する数字は、類似の部材の異なる例を表
すことがある。図面は本発明の種々の実施形態を例を用いて一般的に説明するものであり
、この例に制限することを意図したものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】埋込型遠隔測定回路および埋込型アンテナを含むシステムの例を一般的に示す図
。
【図２】一つ以上の外部モジュールと通信中の埋込型遠隔測定回路および埋込型遠隔測定
アンテナを含むシステムの例を一般的に示す図。
【図３】患者モニターまたはプログラマの少なくともいずれかと通信中の埋込型医療装置
（ＩＭＤ）を含むシステムの例を一般的に示す図。
【図４】互いに通信中の、または一つ以上の外部モジュールと通信中の二つ以上の埋込型
遠隔測定回路を含むシステムの例を一般的に示す図。
【図５】埋込型装荷アンテナ構成の例を一般的に示す図。
【図６】少なくとも二つのコイルセグメントを有する埋込型装荷アンテナの例を一般的に
示す図。
【図７Ａ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
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【図７Ｂ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図７Ｃ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図７Ｄ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図７Ｅ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図７Ｆ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図７Ｇ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図７Ｈ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図７Ｉ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図７Ｊ】ＩＭＤハウジングおよび種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を有するシステ
ムの例を一般的に示す図。
【図８】アンテナ放射効率と周波数の関係の例を一般的に示す図。
【図９】埋込型アンテナにつながれた遠隔測定回路を含むシステムの例を一般的に示す図
。
【図１０】最長の直線寸法「ｄ」を有する装荷アンテナを含むシステムの例を一般的に示
す図。
【図１１Ａ】埋込型アンテナを使用して情報を無線伝送することを含むプロセスの例を一
般的に示す図。
【図１１Ｂ】埋込型アンテナを使用して情報を無線伝送することを含むプロセスの例を一
般的に示す図。
【図１２】コイルセグメントを有するアンテナの平面における正規化された放射パターン
と、コイルセグメントを有しないアンテナの類似の放射パターンとの比較の例を一般的に
示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明者は何よりも、コイルセグメントと非コイルセグメントとを含む埋込型アンテナ
は、実際の物理的長さよりも電気的に長くなる特性を示し、それにより所望の伝送周波数
に対してアンテナを物理的により短くできることを認識した。一例において、ここで開示
された埋込型アンテナにより物理的なアンテナ長さを所望の伝送周波数に対して所望の動
作波長の４分の１未満に短くできる。他の例において、ここに開示された埋込型アンテナ
は埋込型アンテナにつながれた、または埋込型アンテナを収容する埋込型医療装置（ＩＭ
Ｄ）の外部にある送信器、受信器または送受信器の無線周波数（ＲＦ）出力を整合するた
めに使用できる。さらに、本発明者は何よりも、コイルセグメントおよび非コイルセグメ
ントを含む埋込型アンテナは一以上の所望の周波数範囲で動作できることを認識した。あ
る例において、埋込型アンテナの物理的長さを減らすこと、または一以上の所望の周波数
範囲で動作することは、ＩＭＤアセンブリの複雑性（例えばサイズ、コスト、部材数など
）を低減し、または多様な地理的領域においてその地域のスペクトル利用規則を遵守した
動作性能を提供できる。他の例において、一以上の所望の周波数範囲における動作は、あ
る特定の周波数範囲が利用できない（例えば妨害、劣悪な伝搬特性、機能不良、高いデー
タエラー率など）場合にバックアップ無線性能を提供する。
【００３１】
　図１は埋込型遠隔測定回路１１５および埋込型アンテナ１２０を含むシステム１００の
例を一般的に示す。一例において、システム１００は埋込型遠隔測定回路１１５の少なく
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とも一部を格納するように構成された埋込型アセンブリハウジング１１０を含むことがで
きる。一例において、ハウジング１１０は生体適合性導電材料、例えばチタンから作るこ
とができる。ある例では、埋込型アンテナ１２０はフィードスルー１１８を介してハウジ
ング１１０を通る遠隔測定回路１１５によって駆動できる。一例において、フィードスル
ー１１８はハウジング１１０が減衰やショートなどでアンテナ１２０による電磁エネルギ
ー１５０の放射を変化させるのを防ぐ。
【００３２】
　一例において、埋込型アンテナ１２０は一つ以上の特定の周波数範囲にわたって電磁エ
ネルギー１５０を放射し、または放射された電磁エネルギー１５０を受信するように構成
されたコイルセグメント１２２と非コイルセグメント１２３とを含むことができる。
【００３３】
　一例において、埋込型アンテナ１２０は実質的に埋込型媒質１０２に取り囲まれたとき
、電磁エネルギー１５０を放射し、または放射された電磁エネルギー１５０を受信するよ
うに構成されている。ある例では埋込型媒質１０２は、生体媒質、例えば体液、皮膚組織
、脂肪組織、筋組織、器官組織、骨または他の生体媒質を含むことができる。一例におい
て、埋込型媒質は人の一部または動物の一部を含むことができる（例えばＩＭＤはペット
、家畜などのためのモニターまたは治療送達装置として使用できる）。
【００３４】
　図２は、一つ以上の外部モジュール、例えば第１の外部モジュール２３０Ａ、第２の外
部モジュール２３０Ｂなどと通信中、例えばＲＦ無線通信中（例えば第１のＲＦ無線通信
リンク２５０Ａ、第２のＲＦ無線通信リンク２５０Ｂなどを使用して）の、埋込型遠隔測
定回路２１５と埋込型遠隔測定アンテナ２２０とを含むシステム２００の例を一般的に示
す。一例において、埋込型遠隔測定回路２１５および埋込型遠隔測定アンテナ２２０を患
者２０２の内部、例えば皮下、筋肉内、胸郭内など患者２０２の内部に埋め込むことがで
きる。一例において、埋込型アンテナ２２０は生体適合性誘電材料を含んだ誘電隔室２２
１によって少なくとも部分的に取り囲むことができる（例えば埋込型アンテナ２２０は隔
室２２１内の空洞部に挿入できるか、または隔室２２１はアンテナ２２０を少なくとも一
部オーバーモールドすることによって形成できる）。
【００３５】
　一例において、第１の外部モジュール２３０Ａまたは第２の外部モジュール２３０Ｂは
外部遠隔測定回路、例えば第１の外部遠隔測定回路２２５Ａまたは第２の外部遠隔測定回
路２２５Ｂをそれぞれ含むことができる。ある例では、第１のＲＦ無線通信リンク２５０
ＡはＲＦ動作周波数の第１の範囲を使って実現でき、第２のＲＦ無線通信リンク２５０Ｂ
は動作周波数の第１の範囲とは異なるＲＦ動作周波数の第２の範囲を使って実現できる。
他の例において、第１の外部遠隔測定回路２２５Ａまたは第２の外部遠隔測定回路２２５
Ｂは、無線通信のために周波数の第１の動作範囲もしくは第２の動作範囲、または両方を
使うことができる。ある例では、第１の外部遠隔測定回路２２５Ａまたは第２の外部遠隔
測定回路２２５Ｂは一つ以上の外部アンテナに電気的に接続されることができる。
【００３６】
　図３は、患者モニター３３１またはプログラマ３３２の少なくとも一方と通信中、例え
ばＲＦ無線通信中（例えば第１のＲＦ無線通信リンク３５０Ａ、第２のＲＦ無線通信リン
ク３５０Ｂなどを使用して）の、埋込型医療装置（ＩＭＤ）３１０を含むシステム３００
の例を一般的に示す。
【００３７】
　図３の例において、ＩＭＤ３１０は埋込型アンテナ３２０と電気的に接続された埋込型
遠隔測定回路３１５を含むことができる。図２に関連して行った説明と同様に幾つかの例
では、第１のＲＦ無線通信リンク３５０Ａまたは第２のＲＦ無線通信リンク３５０Ｂは一
つ以上のＲＦ動作周波数範囲を使用できる。そのような例において、単一の埋込型アンテ
ナ３２０は二つ以上のＲＦ無線動作周波数で動作して、第１のＲＦ無線通信リンク３５０
Ａまたは第２のＲＦ無線通信リンク３５０Ｂをサポートするように構成できる。
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【００３８】
　図３の例に従い、埋込型アンテナ３２０は少なくとも部分的にコネクターブロック３２
１で取り囲むことができる。ある例では、コネクターブロック３２１は少なくとも部分的
に誘電材料で作ることができる。種々の例でコネクターブロック３２１はＩＭＤ３１０と
一つ以上の埋込型リード、例えば第１の埋込型リード３１２Ａまたは第２の埋込型リード
３１２Ｂとの間の電気的または機械的接続も提供することができる。幾つかの例で、第１
の埋込型リード３１２Ａまたは第２の埋込型リード３１２Ｂは患者の体３０２内で種々の
部位に通して、例えば電気的または機械的信号の生理学的監視を提供でき、または電気刺
激療法、標的薬物放出または他の治療を提供できる。図３の例において、第１の埋込リー
ド３１２Ａを心臓組織部位３０３（例えば心内膜部位、心外膜部位、心筋内部位または他
の心臓組織部位）に通して、心調律管理療法などの治療を提供でき、または第２の埋込型
リード３１２Ｂを神経標的３０４（例えば迷走神経または他の神経標的）に通して、神経
刺激療法などの治療を提供できる。
【００３９】
　ある例では、患者モニター３３１、プログラマ３３２、または患者モニター３３１とプ
ログラマ３３２との双方は、例えば第１の連結３５１Ａまたは第２の連結３５１Ｂを用い
てネットワーク３５２と通信可能に接続できる。一例において、第１の連結３５１Ａまた
は第２の連結３５１Ｂは有線接続または無線接続を含むことができる。一例において、情
報はＩＭＤ３１０から患者モニター３３１またはプログラマ３３２に無線伝送でき、次い
で患者モニター３３１またはプログラマ３３２から第１の連結３５１Ａまたは第２の連結
３５１Ｂを用いてネットワーク３５２に伝送できる。
【００４０】
　図４は、互いに通信中、例えばＲＦ無線通信中（例えばＲＦ無線通信リンク４５１を使
用して）、または一つ以上の外部モジュール、例えば第１の外部モジュール４３０Ａ、第
２の外部モジュール４３０Ｂなどと通信中、例えばＲＦ無線通信中（例えば第１のＲＦ無
線通信リンク４５０Ａ、第２のＲＦ無線通信リンク４５０Ｂなどを使用して）の二つ以上
の埋込型遠隔測定回路、例えば第１の埋込型遠隔測定回路４１０Ａ、第２の埋込型遠隔測
定回路４１０Ｂなどを含むシステム４００の例を一般的に示す。
【００４１】
　一例において、第１の埋込型遠隔測定回路４１０Ａまたは第２の埋込型遠隔測定回路４
１０Ｂは相互の無線接続（例えばＲＦ無線通信リンク４５１を使用して）のために、外部
モジュールとの無線接続（例えば第１のＲＦ無線通信リンク４５０Ａまたは第２のＲＦ無
線通信リンク４５０Ｂを使用して）に使用できるのと同じＲＦ無線通信スキームを使用で
きる。他の例では、第１の埋込型遠隔測定回路４１０Ａまたは第２の埋込型遠隔測定回路
４１０Ｂは、相互の無線接続（例えばＲＦ無線通信リンク４５１を使用して）のために第
１のＲＦ無線動作周波数範囲を使用でき、外部モジュールとの無線接続（例えば第１のＲ
Ｆ無線通信リンク４５０Ａまたは第２のＲＦ無線通信リンク４５０Ｂを使用して）のため
に第２のＲＦ無線動作周波数範囲を使用できる。ある例では、ＲＦ無線通信リンク４５１
は光学リンク、音響リンク、磁気リンク、体内伝導リンクまたは他の通信リンクを含むこ
とができる。
【００４２】
　一例において、単一の第１の埋込型アンテナ４２０Ａまたは単一の第２の埋込型アンテ
ナ４２０Ｂは複数のＲＦ無線通信周波数範囲で動作するように構成できる。
　図５は、ベース装荷アンテナ５２０Ａ、中間装荷アンテナ５２０Ｂおよびエンド装荷ア
ンテナ５２０Ｃを含む埋込型装荷アンテナ構成の例を一般的に示す。この例では、各々の
埋込型装荷アンテナ構成はコイルセグメントおよび非コイルセグメントを含み、ベース装
荷アンテナ５２０Ａはコイルセグメント５２２Ａおよび非コイルセグメント５２３Ａを含
み、中間装荷アンテナはコイルセグメント５２２Ｂおよび非コイルセグメント５２３Ｂを
含み、エンド装荷アンテナ５２０Ｃはコイルセグメント５２２Ｃおよび非コイルセグメン
ト５２３Ｃを含む。ある例では、電流分布（current profile）は埋込型装荷アンテナの
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全長に沿ったコイルセグメント、例えばコイルセグメント５２２Ａ、５２２Ｂまたは５２
２Ｃの位置を用いて、各々の埋込型装荷アンテナ構成、例えばベース装荷アンテナ５２０
Ａ、中間装荷アンテナ５２０Ｂまたはエンド装荷アンテナ５２０Ｃに合わせて調節できる
。この例では、ベース装荷アンテナ５２０Ａは電流分布５０２Ａを含み、中間装荷アンテ
ナ５２０Ｂは電流分布５０２Ｂを含み、エンド装荷アンテナ５２０Ｃは電流分布５０２Ｃ
を含む。これらの例では、電流分布５０２Ａ、５０２Ｂまたは５０２Ｃは物理的長さ「l
」５００を有する埋込型装荷アンテナに沿ったＲＦ電流の相対振幅を一般的に示す。
【００４３】
　ある例において、コイルセグメント５２２Ａ、５２２Ｂまたは５２２Ｃに対する非コイ
ルセグメント５２３Ａ、５２３Ｂまたは５２３Ｃの物理的配置は、埋込型装荷アンテナ構
成、例えばベース装荷アンテナ５２０Ａ、中間装荷アンテナ５２０Ｂまたはエンド装荷ア
ンテナ５２０Ｃの入力インピーダンス、放射効率または放射パターン（例えばアンテナを
起点として特定の方向に放出される放射の量、特定の方向からアンテナによって受信され
る放射の量など）を変化させることができる。
【００４４】
　一例において、ベース装荷アンテナ５２０Ａはコイルセグメント、例えばアンテナの駆
動点に近い距離に置かれたコイルセグメント５２２Ａを含むことができる。一例において
、ベース装荷アンテナ構成は、非コイルセグメント５２３Ａに沿って集中した電流分布５
０２Ａをもたらすことができる。電流分布５０２Ａは、ベース装荷アンテナ５２０Ａの全
長５００に対してベース装荷アンテナ５２０Ａにおける、またはその近傍における共振周
波数でのＲＦ電流の相対振幅を一般的に示す。一例において、電流分布５０２Ａは放射領
域５０１Ａを含むことができる。放射領域５０１Ａは、電流分布５０２Ａに基づく最大放
射強度を有するベース装荷アンテナ５２０Ａの一部を一般的に示す。ある例では、装荷ア
ンテナ、例えばベース装荷アンテナ５２０Ａに沿ったコイルセグメント、例えばコイルセ
グメント５２２Ａの位置は、装荷アンテナの放射パターンを制御などして変更できる。
【００４５】
　一例において、中間装荷アンテナ５２０Ｂは中間装荷アンテナ５２０Ｂの長さ「l」５
００のほぼ中間に置かれたコイルセグメント、例えばコイルセグメント５２２Ｂを含むこ
とができる。一例において、中間装荷アンテナ構成は非コイルセグメント５２３Ｂに沿っ
て集中した電流分布、例えば電流分布５０２Ｂをもたらすことができる。ある例では、中
間装荷アンテナ５２０Ｂに沿った電流分布５０２Ｂは、非コイルセグメント５２３Ｂとほ
ぼ一致した、ベース装荷アンテナ構成の相当する物理的長さの放射領域より短い対応する
放射領域５０１Ｂを含むことができる。
【００４６】
　一例において、エンド装荷アンテナ５２０Ｃはアンテナの駆動点から遠い距離に置かれ
たコイルセグメント、例えばコイルセグメント５２２Ｃを含むことができる。一例におい
て、エンド装荷アンテナ構成は非コイルセグメント５２３Ｃに沿って集中した電流分布、
例えば電流分布５０２Ｃをもたらすことができる。ある例では、エンド装荷アンテナ５２
０Ｃに沿った電流分布５２３Ｃは、非コイルセグメント５２３Ｃと対応する、中間装荷ア
ンテナ構成の相当する物理的長さの放射領域より短い対応する放射領域５０１Ｃを含むこ
とができる。
【００４７】
　ある例では、図５に示す一つ以上の電流分布、例えば電流分布５２３Ａ、５２３Ｂまた
は５２３Ｃは一つ以上のコイルセグメント、例えばコイルセグメント５２２Ａ、５２２Ｂ
、５２２Ｃなど、または一つ以上の構成、幾何条件、幾何パターン（例えばコイルセグメ
ント中の巻き数、コイルの巻きピッチ、コイルの巻きの回転半径、導体断面など）、また
は一つ以上の他のパラメータを用いて調節できる。一例において、埋込型装荷アンテナ構
成、例えばベース装荷アンテナ５２０Ａ、中間装荷アンテナ５２０Ｂまたはエンド装荷ア
ンテナ５２０Ｃの長さ（例えば「l」５００）に沿ったピーク電流（例えばピーク放射）
が、埋込型装荷アンテナの一つ以上のコイルセグメントの中心より前または近傍で生じる
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ことができるように、一つ以上の電流分布を調節できる。
【００４８】
　他の例において、埋込型装荷アンテナ、例えばベース装荷アンテナ５２０Ａ、中間装荷
アンテナ５２０Ｂまたはエンド装荷アンテナ５２０Ｃは、埋込型装荷アンテナの一つ以上
のコイルセグメント、例えばコイルセグメント５２２Ａ、５２２Ｂまたは５２２Ｃの幾何
学的パラメータを用いて、全方向に放射する（例えばアンテナの向きに関してより一様な
アンテナ性能または放射を可能にする）ように設計、調整などして構成できる。一例にお
いて、埋込型装荷アンテナの一つ以上のコイルセグメントのうちの一つ以上の幾何学的パ
ラメータが波長に関して減少するに連れて、指向性放射の範囲は増加できる。
【００４９】
　幾つかの例では、埋込型装荷アンテナの一つ以上のコイルセグメント、例えばコイルセ
グメント５２２Ａ、５２２Ｂまたは５２２Ｃは、埋込型装荷アンテナの長さ「l」５００
に沿って誘導性装荷を与えるように構成できる（例えば埋込型装荷アンテナの長さ「l」
５００に沿って置かれた不連続性誘導子と同様である）。ある例では、追加的なインダク
タンスにより、アンテナ、例えばベース装荷アンテナ５２０Ａ、中間装荷アンテナ５２０
Ｂまたはエンド装荷アンテナ５２０Ｃは、類似の（例えば同様の長さを持つ）装荷されて
いないアンテナより効率的に放射することができる。そのようなものとして、本発明者は
何よりも、一つ以上のコイルセグメント、例えばコイルセグメント５２２Ａ、５２２Ｂま
たは５２２Ｃを埋込型アンテナに付加すると、所定の放射効率に対して必要とされるアン
テナの物理的長さ、例えば「l」５００を減らすことができることを認識した。ある例で
はアンテナの物理的長さが減少することにより、ＩＭＤ内のスペースを節約できる。ある
例において放射効率（例えば「η」）は、接続された遠隔測定回路によって埋込型アンテ
ナに供給されるエネルギーに対する放射された電磁エネルギーの比として定義できる。
【００５０】
　一例において、埋込型装荷アンテナの一つ以上のコイルセグメント、例えばコイルセグ
メント５２２Ａ、５２２Ｂまたは５２２Ｃからの誘導寄与は、一つ以上のコイルセグメン
トのないアンテナに対して改善された放射効率を与える。一つ以上のコイルセグメントが
含まれる場合、アンテナ構成の物理的長さ「l」５００は所望の動作周波数における波長
の４分の１未満であり得る。
【００５１】
　一例において、一つ以上のコイルセグメント、例えばコイルセグメント５２２Ａ、５２
２Ｂまたは５２２Ｃは周波数選択的に動作できる（例えばある周波数の範囲では比較的低
いインピーダンスのＲＦ電流を通過させ、他の範囲では比較的高いインピーダンスのＲＦ
電流を阻止する）。他の例において、一つ以上のコイルセグメントは周波数に関してイン
ダクタンスまたはキャパシタンスを変化できる。ある例において、埋込型装荷アンテナ、
例えばベース装荷アンテナ５２０Ａ、中間装荷アンテナ５２０Ｂまたはエンド装荷アンテ
ナ５２０Ｃは、一つ以上のコイルセグメント、例えばコイルセグメント５２２Ａ、５２２
Ｂまたは５２２Ｃを備えて、動作周波数の第１の特定の範囲において埋込型装荷アンテナ
は長さ「l」５００の一部分、例えば領域５０１Ａ、５０１Ｂまたは５０１Ｃに沿って放
射でき、動作周波数の第２の特定の範囲では一つ以上のコイルセグメントが異なるインピ
ーダンスを与えることができ、かつ埋込型装荷アンテナは長さ「l」５００の異なる部分
に沿って放射できるように構成され得る。
【００５２】
　図６は、少なくとも二つのコイルセグメント、例えば第１のコイルセグメント６２２Ａ
と第２のコイルセグメント６２２Ｂとを有する埋込型装荷アンテナ６２０の例を一般的に
示す。一例において、埋込型装荷アンテナ６２０は、第１のコイルセグメント６２２Ａお
よび第２のコイルセグメント６２２Ｂを用いて多重周波数範囲で動作するように構成でき
る。
【００５３】
　幾つかの例において、第１のコイルセグメント６２２Ａおよび第２のコイルセグメント
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６２２Ｂは、第１の特定の動作周波数範囲で低インピーダンスを与えて、ＲＦ電流が埋込
型装荷アンテナ６２０の非コイルセグメント、例えば第１の非コイルセグメント６２３Ａ
または第２の非コイルセグメント６２３Ｂに流れることができるように構成され得る。一
例において、放射領域、例えば第３の放射領域６０１Ｃまたは第４の放射領域６０１Ｄは
、第１のコイルセグメント６２２Ａまたは第２のコイルセグメント６２２Ｂを通過したＲ
Ｆ電流の振幅がピークに達することのできる、埋込型装荷アンテナ６２０の一つ以上の部
分を表すことができる。ある例では、このピークは放射領域６０１Ｃまたは６０１Ｄにお
いてより高い効率的放射をもたらすことができる。
【００５４】
　他の例において、第１のコイルセグメント６２２Ａ、第２のコイルセグメント６２２Ｂ
、または第１のコイルセグメント６２２Ａと第２のコイルセグメント６２２Ｂとの組合せ
は、第２の特定の動作周波数範囲で高インピーダンスを与えるように構成できる。ある例
では、第２の特定の動作周波数範囲における高インピーダンスは、ＲＦ電流が埋込型装荷
アンテナ６２０、例えば第２の非コイルセグメント６２３Ｂに流れるのを抑止できる。一
例において、ＲＦ電流を抑止することは、放射がより効率的に起こり得る放射領域、例え
ば第２の放射領域６０１Ｂをもたらすことができる。同様に、一例では第１のコイルセグ
メント６２２Ａは第３の特定の動作周波数範囲で高インピーダンスを与えるように構成で
きる。一例において、第３の特定の動作周波数範囲における高インピーダンスはＲＦ電流
が第１のコイルセグメント６２２Ａを通って流れるのを抑止でき、第１の放射領域６０１
Ａなどの領域でより効率的な放射をもたらす。
【００５５】
　従って埋込型装荷アンテナ６２０は、第１のコイルセグメント６２２Ａまたは第２のコ
イルセグメント６２２Ｂの物理的配置（例えば位置または幾何学的パラメータ）を変化さ
せることによって、動作周波数の二つ以上の所望の範囲で動作する（例えば効率的に動作
する）ように構成または調整できる。一例において、第１のコイルセグメント６２２Ａま
たは第２のコイルセグメント６２２Ｂの物理的配置は、電気的に二つ以上の所望の周波数
範囲の各々に対応して異なる電気的長さを持つように現れる、単一の物理的長さ「l」６
００を有する埋込型装荷アンテナ６２０をもたらすことができる。
【００５６】
　幾つかの例では単一の物理的長さ「l」６００は、最も低い特定の動作波長の４分の１
未満とすることができる。ある例では最も低い特定の動作波長は最も高い特定の動作周波
数に対応することができる。一例において、埋込型装荷アンテナ６２０は約０．１１９２
メートルの自由空間における波長に対応して最も高い特定の動作周波数２．５ＧＨｚを有
するように構成できる。０．１１９２メートルの４分の１は約０．０２９８メートルであ
る。したがってこの例では、埋込型装荷アンテナ６２０は自由空間における波長の４分の
１より短い、例えばここでは２．５ＧＨｚで０．２９８メートルより短い物理的長さ「l
」６００を有することができる。
【００５７】
　一般的に、アンテナの所望の長さはアンテナを取り囲む媒質の比誘電率に概ね反比例し
て変化する。したがって、媒質の比誘電率が増加するに連れて、所望のアンテナ長さは減
少する。そのようなものとして、一例において、埋込型装荷アンテナ６２０が比誘電率２
５を有する生体媒質に取り囲まれている場合、生体媒質内における埋込型装荷アンテナ６
２０の所望の長さは、概ね比誘電率の逆平方根、この例では５だけ減少する。したがって
、この例では埋込型装荷アンテナ６２０の物理的長さ「l」６００は０．００６メートル
より短くなることができ、コンパクトなＩＭＤに使用するのに適している。
【００５８】
　図７Ａから図７ＪはＩＭＤハウジング（例えば第１のＩＭＤハウジング７１０Ａ、第２
のＩＭＤハウジング７１０Ｂなど）および種々の埋込型多重周波数アンテナ構成を含むシ
ステムの例を一般的に示す。これらの例では各々のＩＭＤハウジングは、ＩＭＤコネクタ
ーブロック（例えば第１のＩＭＤコネクターブロック７２１Ａ、第２のＩＭＤコネクター
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ブロック７２１Ｂなど）につながれ得る。
【００５９】
　図７Ａは、ＩＭＤハウジング７１０Ａ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ａおよび埋込
型ベース装荷アンテナ７２０Ａを含む埋込型ベース装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋
込型ベース装荷アンテナ７２０Ａはコイルセグメント７２２Ａ、非コイルセグメント７２
３Ａおよび非コイルフィードセグメント７２４Ａを含んでいる。この例では、埋込型ベー
ス装荷アンテナ７２０Ａのコイルセグメント７２２ＡはＩＭＤハウジング７１０Ａの内部
にある。埋込型ベース装荷アンテナ７２０Ａは非コイルフィードセグメント７２４ＡでＩ
ＭＤハウジング７１０Ａを貫通し、非コイルセグメント７２３Ａを用いてＩＭＤハウジン
グ７１０Ａに近接したＩＭＤコネクターブロック７２１Ａの基底部分に従って進む。この
例では、非コイル部分７２３ＡはＩＭＤコネクターブロック７２１Ａ内に収容されている
。幾つかの例では非コイルセグメント７２３ＡとＩＭＤハウジング７１０Ａが非常に近接
していることにより、非コイルセグメント７２３ＡとＩＭＤハウジング７１０ＡとのＲＦ
連結を強化できる。本発明者は何よりも、そのような連結はＩＭＤハウジング７１０Ａお
よび非コイルセグメント７２３Ａが大きく変化する誘電率または導電率を有する埋込型媒
質によって取り囲まれている場合はアンテナ放射効率を低減することがあるが、アンテナ
インピーダンス安定性を改善できる（例えばコネクターブロック７２１Ａの誘電特性はア
ンテナ放射効率を犠牲にしても優勢となることができる）ことを認識した。
【００６０】
　図７ＢはＩＭＤハウジング７１０Ｂ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｂおよび埋込型
ベース装荷アンテナ７２０Ｂを含む埋込型ベース装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋込
型ベース装荷アンテナ７２０Ｂはコイルセグメント７２２Ｂ、第１の非コイルセグメント
７２３Ｂ、非コイルフィードセグメント７２４Ｂおよび第２の非コイルセグメント７２６
Ｂを含んでいる。この例では、非コイルフィードセグメント７２４ＢはＩＭＤハウジング
７１０Ｂを貫通し、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｂの基底部分に沿ってコイルセグメ
ント７２２Ｂとつながれている。図７Ｂの例において、コイルセグメント７２２Ｂは鋭い
屈曲部を介して第２の非コイルセグメント７２６Ｂに接続できる。ある例で第２の非コイ
ルセグメント７２６ＢはＩＭＤコネクターブロック７２１Ｂの垂直縁部に沿った輪郭に従
って進むことができ、第２の非コイルセグメント７２６ＢはＩＭＤコネクターブロック７
２１Ｂの上縁部に沿って第１の非コイルセグメント７２３Ｂに接続できる。この例では、
第１の非コイルセグメント７２３Ｂ、第２の非コイルセグメント７２６Ｂおよびコイルセ
グメント７２２Ｂは、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｂ内に収容できる。
【００６１】
　幾つかの例では、非コイルセグメント７２３ＢとＩＭＤコネクターブロック７２１Ｂの
縁部とが非常に近接していることにより、放射効率の向上をもたらすことができる。しか
しながら、本発明者は何よりも、非コイルセグメントがコネクターブロック、例えばＩＭ
Ｄコネクターブロック７２１Ｂの縁部に近くなるようにアンテナの一部が構成されている
と、例えば埋込型ベース装荷アンテナ７２０Ｂまたは他のアンテナのインピーダンスまた
は放射効率が、埋込型媒質の誘電率または埋込型媒質の導電率の変化により強く依存する
ようになる境界点が存在することを認識した。
【００６２】
　図７ＣはＩＭＤハウジング７１０Ｃ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｃおよび埋込型
中間装荷アンテナ７２０Ｃを含む埋込型中間装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋込型中
間装荷アンテナはコイルセグメント７２２Ｃ、非コイルセグメント７２３Ｃおよび非コイ
ルフィードセグメント７２４Ｃを含んでいる。この例では、非コイルフィードセグメント
７２４ＣはＩＭＤハウジング７１０Ｃを貫通し、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｃの基
底部分に沿ってコイルセグメント７２２Ｃとつながれている。図７Ｃの例で、非コイルセ
グメント７２３Ｃはコネクターブロック７２１Ｃの基底部分に沿ってコイルセグメント７
２２Ｃにつながれる。一例において、非コイルセグメント７２３Ｃおよびコイルセグメン
ト７２２ＣはＩＭＤコネクターブロック７２１Ｃ内に収容できる。
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【００６３】
　図７Ｄは、ＩＭＤハウジング７１０Ｄ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｄおよび埋込
型ベース装荷アンテナ７２０Ｄを含む埋込型ベース装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋
込型ベース装荷アンテナ７２０Ｄはコイルセグメント７２２Ｄ、非コイルセグメント７２
３Ｄおよび非コイルフィードセグメント７２４Ｄを含んでいる。この例では非コイルフィ
ードセグメント７２４ＤはＩＭＤハウジング７１０Ｄを貫通し、コネクターブロック７２
１Ｄの垂直縁部に沿った輪郭に従うコイルセグメント７２２Ｄに接続されている。ある例
では、非コイルフィードセグメント７２４Ｄはコイルセグメント７２２Ｄに接続される前
に第２の非コイルセグメント（図示せず）につながれる。図７Ｄの例では、コイルセグメ
ント７２２Ｄはコネクターブロック７２１Ｄの上縁部に沿って延びるように構成された非
コイルセグメント７２３Ｄに接続できる。一例において、非コイルセグメント７２３Ｄお
よびコイルセグメント７２２ＤはＩＭＤコネクターブロック７２１Ｄ内に収容できる。
【００６４】
　図７ＥはＩＭＤハウジング７１０Ｅ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｅおよび埋込型
中間装荷アンテナ７２０Ｅを含む埋込型中間装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋込型中
間装荷アンテナ７２０Ｅはコイルセグメント７２２Ｅ、第１の非コイルセグメント７２６
Ｅ、第２の非コイルセグメント７２３Ｅおよび非コイルフィードセグメント７２４Ｅを含
んでいる。この例では非コイルフィードセグメント７２４ＥはＩＭＤハウジング７１０Ｅ
を貫通し、コネクターブロック７２１Ｅの基底部分に沿って第１の非コイルセグメント７
２６Ｅに接続されている。一例において、第１の非コイルセグメント７２６Ｅは実質的に
ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｅ内に収容できるが、フィード点と反対側の端部でＩＭ
Ｄコネクターブロック７２１Ｄを貫通できる。図７Ｅの例では、第１の非コイルセグメン
ト７２６Ｅはコイルセグメント７２２Ｅに接続できる。コイルセグメント７２２ＥはＩＭ
Ｄハウジング７１０Ｅの外輪郭に従うように構成でき、さらに第２の非コイルセグメント
７２３Ｅに接続などしてつながれる。
【００６５】
　ある例では、第２の非コイルセグメント７２３Ｅおよびコイルセグメント７２２ＥはＩ
ＭＤハウジング７１０Ｅを取り囲む媒質に直接露出できる。一例でこの露出の結果、アン
テナを取り囲む埋込型媒質の空気に対する誘電特性または導電特性に依存してアンテナの
放射効率またはインピーダンスは著しく変化し得る。しかしながら本発明者は他の何より
も、このような露出構成により、ＩＭＤハウジング７１０Ｅによる装荷効果の減少に基づ
いて放射効率が高くなることを認識した。他の例では、第２の非コイルセグメント７２３
Ｅおよびコイルセグメント７２２Ｅを、生体適合性誘電膜、例えばポリエーテルエーテル
ケトン、ポリイミドまたは他の生体適合性誘電膜もしくは材料で取り囲むことができる。
ある例では、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｅの外部にある埋込型中間装荷アンテナ７
２０Ｅの選択された領域を組織に露出させることができる。
【００６６】
　幾つかの例において、第２の非コイルセグメント７２３Ｅを別個の誘電隔室内に収容し
て、第２の非コイルセグメント７２３ＥとＩＭＤハウジング７１０Ｅとの間の特定の距離
を維持することができる。一例で誘電性隔室はＩＭＤコネクターブロック７２１Ｅと同じ
材料、例えば生体適合性ポリマー材料から作ることができる。
【００６７】
　図７ＦはＩＭＤハウジング７１０Ｆ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｆおよび埋込型
ベース装荷アンテナ７２０Ｆを含む埋込型ベース装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋込
型ベース装荷アンテナ７２０Ｆはコイルセグメント７２２Ｆ、非コイルセグメント７２３
Ｆおよびフィードセグメント７２４Ｆを含んでいる。一例においてフィードセグメント７
２４Ｆはコイルフィードセグメントまたは非コイルフィードセグメントを含むことができ
る。この例ではフィードセグメント７２４ＦはＩＭＤハウジング７１０Ｆを貫通でき、Ｉ
ＭＤコネクターブロック７２１Ｆ内に収容されたコイルセグメント７２２Ｆに接続されて
いる。一例において、コイルセグメント７２２Ｆは非コイルセグメント７２３Ｆに接続で
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き、非コイルセグメント７２３ＦはＩＭＤコネクターブロック７２１Ｆの基底部に沿って
延びることができる。ある例では非コイルセグメント７２３Ｆは部分的にコネクターブロ
ック７２１Ｆ内に収容でき、コネクターブロック７２１Ｆを貫通するか、またはハウジン
グ７１０Ｆの外輪郭に従うことができる。
【００６８】
　図７ＧはＩＭＤハウジング７１０Ｇ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｇおよび埋込型
エンド装荷アンテナ７２０Ｇを含む埋込型エンド装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋込
型エンド装荷アンテナ７２０Ｇは第１の非コイルセグメント７２６Ｇ、コイルセグメント
７２２Ｇ、第２の非コイルセグメント７２３Ｇおよびフィードセグメント７２４Ｇを含ん
でいる。一例でフィードセグメント７２４ＧはＩＭＤハウジング７１０Ｇを貫通し、ＩＭ
Ｄコネクターブロック７２１Ｇのコーナーの鋭い屈曲部を介して第１の非コイルセグメン
ト７２６Ｇにつながれる。図７Ｇの例では、第１の非コイルセグメント７２６ＧはＩＭＤ
コネクターブロック７２１Ｇの垂直縁部の輪郭に従い、ＩＭＤコネクターブロック７２１
Ｇの垂直縁部とＩＭＤコネクターブロック７２１Ｇの上縁部との交点において鋭い屈曲部
を形成できる。ある例では、コイルセグメント７２２Ｇは第１の非コイルセグメント７２
６Ｇに接続でき、そしてコイルセグメント７２２ＧはＩＭＤコネクターブロック７２１Ｇ
の上縁部に沿って第２の非コイルセグメント７２３Ｇに接続できる。
【００６９】
　図７ＨはＩＭＤハウジング７１０Ｈ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｈおよび埋込型
エンド装荷アンテナ構成７２０Ｈを含む埋込型エンド装荷アンテナ構成を一般的に示し、
埋込型エンド装荷アンテナ構成７２０Ｈは非コイルセグメント７２３Ｈ、コイルセグメン
ト７２２Ｈおよびフィードセグメント７２４Ｈを含んでいる。一例においてフィードセグ
メント７２４ＨはＩＭＤハウジング７１０Ｈを貫通し、非コイルセグメント７２３Ｈに接
続されている。この非コイルセグメントは部分的にＩＭＤコネクターブロック７２１Ｈ内
に収容されている。ある例では、コイルセグメント７２２Ｈは埋込型エンド装荷アンテナ
７２０Ｈの遠端部で非コイルセグメント７２３Ｈに接続できる。
【００７０】
　図７ＩはＩＭＤハウジング７１０１、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｉおよび埋込型
中間装荷アンテナ７２０Ｉを含む埋込型中間装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋込型中
間装荷アンテナ７２０Ｉは第１の非コイルセグメント７２６Ｉ、コイルセグメント７２２
Ｉ、第２の非コイルセグメント７２３Ｉおよびフィードセグメント７２４Ｉを含んでいる
。一例において、フィードセグメント７２４Ｉはフィード点でＩＭＤハウジング７１０Ｉ
を貫通し、第１の非コイルセグメント７２６Ｉに接続されている。一例において、第１の
非コイルセグメント７２６ＩはＩＭＤコネクターブロック７２１Ｉを貫通できる。ある例
では、フィードセグメント７２４Ｉはコイルセグメント７２２Ｉに接続でき、このコイル
セグメント７２２ＩはＩＭＤコネクターブロック７２１Ｉの外部に設置されており、コイ
ルセグメント７２２Ｉは第２の非コイルセグメント７２３Ｉに接続できる。
【００７１】
　図７Ｊは、ＩＭＤハウジング７１０Ｊ、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｊおよび埋込
型中間装荷アンテナ７２０Ｊを含む埋込型中間装荷アンテナ構成を一般的に示し、埋込型
中間装荷アンテナ７２０Ｊは第１の非コイルセグメント７２６Ｊ、コイルセグメント７２
２Ｊ、第２の非コイルセグメント７２１Ｊおよびフィードセグメント７２４Ｊを含んでい
る。一例において、フィードセグメント７２４ＪはＩＭＤハウジング７１０Ｊを貫通でき
、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｊの下部に沿って延びる第１の非コイルセグメント７
２６Ｊに接続できる。図７Ｊの例ではコイルセグメント７２２ＪはＩＭＤコネクターブロ
ック７２１Ｊの垂直縁部に沿って設置され、ＩＭＤコネクターブロック７２１Ｊの上縁部
に沿って設置される第２の非コイルセグメント７２３Ｊに接続できる。幾つかの例では、
フィードセグメント７２４Ｊ、第１の非コイルセグメント７２６Ｊ、コイルセグメント７
２２Ｊまたは第２の非コイルセグメント７２３Ｊの少なくとも一つの長さをほぼ等しくで
きる。
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【００７２】
　図７Ａから図７Ｊの例で、一つ以上のコイルセグメント、例えばコイルセグメント７２
２Ａなどの長さは一つ以上の非コイルセグメント、例えば非コイルセグメント７２３Ａな
どの長さに等しいかまたはより短くできる。幾つかの例では一つ以上のフィードセグメン
ト、例えば非コイルフィードセグメント７２４ＡなどはＩＭＤハウジング、例えばＩＭＤ
ハウジング７１０Ａなどの上縁部を貫通でき、その上縁部ではＩＭＤコネクターブロック
、例えばＩＭＤコネクターブロック７２１Ａなどが機械的または電気的にＩＭＤハウジン
グにつながれている。幾つかの例において、一つ以上のフィードセグメントがＩＭＤハウ
ジングの側部を通ってＩＭＤハウジングを貫通できる。
【００７３】
　図８はアンテナ放射効率８１０と周波数８２０との関係８００の例を一般的に示す。垂
直軸８０５にアンテナ放射効率８１０（「η」）を周波数８２０に対してプロットできる
。一例においてアンテナ放射効率８１０は、特定の最小放射効率８１５（「ηＭＩＮ」）
の上方に二つ以上の領域を有する多重周波数アンテナに対して提供され得る。この例では
第１の動作周波数範囲は第１の下方周波数限界８０２Ａｆ１Ｌと、アンテナ放射効率８１
０が特定の最小放射効率８１５に等しいかまたはそれより大きい第１の上方周波数限界８
０４Ｂｆ１Ｈを定義することによって特定できる。第１の中間帯域周波数８０３Ａｆ１は
、ほぼ第１の放射効率ピーク８０１Ａが発生し得る場所で定義され得る。
【００７４】
　同様に、図８の例において第２の動作周波数範囲は第２の下方周波数限界８０２Ｂｆ２

Ｌと、アンテナ放射効率８１０が特定の最小放射効率８１５に等しいかまたはそれより大
きい第２の上方周波数限界８０４Ｂｆ２Ｈを定義することによって特定できる。第２の中
間帯域周波数８０３Ｂｆ２は、ほぼ第１の放射効率ピーク８０１Ｂが発生し得る場所で定
義され得る。
【００７５】
　幾つかの例では、第１の放射効率ピーク８０１Ａまたは第２の放射効率ピーク８０１Ｂ
は、多重周波数アンテナが共振周波数かまたはその近傍で動作するときに発生し得る。
　一例において、多重周波数アンテナは第１の周波数範囲約ｆ１Ｌ＝３７５ＭＨｚおよび
ｆ１Ｈ＝４２５ＭＨｚと、第１の中間帯域周波数８０３Ａ約ｆ１＝４００ＭＨｚにわたっ
て動作するように構成できる。この例では多重周波数アンテナは第２の周波数範囲約ｆ２

Ｌ＝８５０ＭＨｚおよびｆ２Ｈ＝９００ＭＨｚと、第２の中間帯域周波数８０３Ｂ約ｆ２

＝８７５ＭＨｚにわたって動作するように構成できる。
【００７６】
　他の例において、多重周波数アンテナは第１の周波数範囲約ｆ１Ｌ＝９００ＭＨｚおよ
びｆ１Ｈ＝９５０ＭＨｚと、第１の中間帯域周波数８０３Ａ約ｆ１＝９２５ＭＨｚにわた
って動作するように構成できる。この例では多重周波数アンテナは第２の周波数範囲約ｆ

２Ｌ＝２．４ＧＨｚおよびｆ２Ｈ＝２．５ＧＨｚと、第２の中間帯域周波数８０３Ａ約ｆ

２＝２．４５ＧＨｚにわたって動作するように構成できる。
【００７７】
　ある例では、多重周波数アンテナは、
（１）短距離無線機器（ＳＲＤ）帯域範囲（例えば８６２～８７０ＭＨｚ）
（２）第１の医療科学産業（ＩＳＭ）帯域範囲（例えば９０２～９２８ＭＨｚ）
（３）第２の医療科学産業（ＩＳＭ）帯域範囲（例えば２．４～２．５ＧＨｚ）
（４）埋込型医療用データ伝送システム（ＭＩＣＳ）帯域範囲（例えば４０２～４０５Ｍ
Ｈｚ）
（５）ＩＭＤと他の一つ以上の埋込型装置または外部装置との間の通信用に構成された一
つ以上の他の周波数帯域範囲
のうちの少なくともいずれか２つで動作するように構成できる。
【００７８】
　図９はアンテナ９０１につながれた遠隔測定回路９１５を含むシステム９００の例を一
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般的に示す。ある例では遠隔測定回路９１５は部分的または完全にハウジング９１０、例
えばＩＭＤハウジング内において包囲される。
【００７９】
　幾つかの例において、ハウジング９１０は導電材料から作ることができ、遠隔測定回路
９１５は第２の電気的接続９４０Ｂを用いてハウジングに電気的に接続できる（例えばア
ンテナＲＦ電流の遠隔測定送受信器９１７への帰還経路は第１の電気的接続９４０Ａまた
は第２の電気的接続９４０Ｂを用いて提供することができる）。
【００８０】
　図９に示す例において、遠隔測定回路９１５のための第２のＲＦ入力／出力ライン９２
０Ｂはフィードスルー９１８に電気的に接続できる。フィードスルー９１８はハウジング
９１０を貫通して、第１の非コイルセグメント９２４を駆動できる。図９に示す例で、第
１のコイルセグメント９２２は第１の非コイルセグメント９２４に接続でき、第１のコイ
ルセグメント９２２は第２の非コイルセグメント９２３に接続して、例えば埋込型中間装
荷アンテナを形成できる。
【００８１】
　図９に示すアンテナから第１のコイルセグメント９２２を省略して同様の長さの非コイ
ルセグメントで置き換える例において、アンテナはフィードスルー９１８を通してアンテ
ナ９０１内に入る第２のＲＦ入力／出力ライン９２０Ｂで遠隔測定回路９１５に容量性装
荷を与えることができる。幾つかの例では、アンテナ９０１の過剰なインダクタンスまた
はキャパシタンスを補償するためにインピーダンス整合要素９１６を含めることができる
。第１のコイルセグメント９２２を省略した例では、インピーダンス整合要素９１６は不
連続性誘導子を含むことができる。図９の例において、第１のコイルセグメント９２２は
遠隔測定回路９１５内のインピーダンス整合要素９１６の価値を減じるか、またはその必
要性をなくすことができる。
【００８２】
　幾つかの例では、得られた周波数によるアンテナ９０１への出力伝送は、第１のＲＦ入
力／出力ライン９２０Ａとアンテナ９０１との間に共役インピーダンス整合を提供するこ
とにより向上できる。一例において、アンテナ９０１はフィードスルー９１８を通してア
ンテナ内に入る入力インピーダンスの５０オームの現実的部分を持つことができる。この
例では、第１のコイルセグメント９２２はアンテナから省略されて同様の長さの非コイル
セグメントで置き換えられており、アンテナは約－ｊ２０オームのインピーダンスの仮想
的部分を有することができる（例えばアンテナは遠隔測定回路９１５に容量装荷を与える
ことができる）。
【００８３】
　一例において、共役インピーダンス整合を達成するために、第１のＲＦ入力／出力ライ
ン９２０Ａおよび第２のＲＦ入力／出力ライン９２０Ｂの寄与分を無視して、インピーダ
ンス整合要素９１６を用いて遠隔測定送受信器９１７の出力インピーダンスに約＋ｊ２０
オームの誘導寄与を提供し、アンテナ９０１のキャパシタンスをほぼ相殺することができ
る。
【００８４】
　他の例では、第１のコイルセグメント９２２をアンテナ９０１に含めることができ（例
えば図９に示されているように誘導装荷を与えるため）、アンテナキャパシタンスを補償
してフィードスルー９１８でアンテナ内に入るほぼ現実的な入力インピーダンス（例えば
仮想的成分がない）を与えることができる。この例では、インピーダンス整合要素９１６
を省略するか、または純粋に抵抗性の整合要素９１６と置き換えることができる（例えば
アンテナ９０１と遠隔測定送受信器９１７の出力インピーダンスとの間に実質的に抵抗性
の不整合が存在し得る）。
【００８５】
　一つの例において、アンテナが多重周波数で動作する場合、整合要素９１６を用いて第
１の動作周波数範囲で強化された共役整合を与えることができ、第１のコイルセグメント
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９２２からのインピーダンス整合寄与は第１の動作周波数範囲において最小であり得る。
同様に一例において、整合要素９１６からのインピーダンス整合寄与は第２の動作周波数
範囲で最小であり得、第１のコイルセグメント９２２からのインピーダンス整合寄与を用
いて強化された共役整合を与えることができる（例えば整合要素９１６は高力率自己共振
周波数で動作するならば、容量性成分または誘導性成分としてよりも抵抗要素として現れ
ることができる）。
【００８６】
　アンテナが多重周波数で動作する一例において、整合要素９１６は第１のＲＦ入力／出
力ライン９２０Ａと第２のＲＦ入力／出力ライン９２０Ｂとの間の送受信経路から制御可
能に切り替えることができる。ある例では一つ以上の特定の動作周波数範囲で近似の共役
整合を提供するために、整合要素９１６に対して一つ以上の価値を選択できる。
【００８７】
　図１０は、最長の直線寸法「ｄ」１０２６を有するアンテナ１００１（例えば多重周波
数装荷アンテナ）を含むシステム１０００の例を一般的に示す。一例において、最長の直
線寸法１０２６は、最初に第１の基端位置１０２０Ａと末端位置１０２０Ｂを特定し、こ
の末端位置１０２０Ｂはアンテナ１００１の長さに沿って基端位置１０２０Ａから最も離
れた位置を含み、次にここではアンテナフィード１０１８における基端位置１０２０Ａと
末端位置１０２０Ｂとの距離を測定することによって決定できる。
【００８８】
　一例（図７Ｊの例と同様）において、ハウジング１０１０はフィードスルー、例えばア
ンテナフィード１０１８においてコネクターブロック１０２１の基底部に沿って延びる第
１の非コイルセグメント１０２４により貫通できる。第１のコイルセグメント１０２２は
第１の非コイルセグメント１０２４に接続でき、コネクターブロック１０２１の上部に沿
って設置される第２の非コイルセグメント１０２３に接続できる。
【００８９】
　この例では、第１のリード接続部１０３０Ａと第２のリード接続部１０３０Ｂとによっ
て占められるスペースがアンテナ１００１によって妨害されないので、アンテナ１００１
はコネクターブロック１０２１の内部容積をより効率的に使用できる。一例において、Ｉ
ＭＤは第１または第２のリード接続部１０３０Ａ、１０３０Ｂを収容するために所定のコ
ネクターブロック１０２１の容積を必要とするが、第１のリード接続部１０３０Ａの上方
をわずかに拡張して、コネクターブロック１０２１の上縁部に沿って第２の非コイルセグ
メント１０２３を収容することができる。
【００９０】
　ある例では、コネクターブロック１０２１のサイズを拡張することにより、アンテナの
一部として別個の誘電ハウジングを提供する必要性を低減するか、またはなくすことがで
きる。幾つかの例において、第１のコイルセグメント１０２２の向きは垂直、水平、斜め
であるか、または第１のリード接続部１０３０Ａと第２のリード接続部１０３０Ｂ、また
はハウジング１０１０内に収容されているその他の回路の相互接続を回避するための曲線
経路に従うことができる。一例において、第１のコイルセグメント１０２２、第１の非コ
イルセグメント１０２４または第２の非コイルセグメント１０２３の向き、幾何条件また
は他のパラメータは、図５または図７Ａから図７Ｊにおける論述と同様に、一つ以上の動
作周波数範囲にわたり所望のアンテナインピーダンスまたは増大した放射効率を達成する
ように決めることができる。
【００９１】
　幾つかの例では、図５、図６、図７、図９または図１０で論じた例と同様に、第１のコ
イルセグメント１０２２または他のコイルセグメントは巻線から形成または作成でき、所
望のアンテナ形状を達成するためにリボン形導体または他の一つ以上の導体から形成でき
る。
【００９２】
　他の例において、図５、図６、図７、図９または図１０で論じた例と同様に、アンテナ
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１００１は巻線から形成または作成でき、所望のアンテナ形状を達成するためにリボン形
導体（例えば方形または他の断面形状など）または他の一つ以上の導体から形成できる。
幾つかの例において埋込型アンテナは平面構造（例えばプリント回路基板またはＩＭＤハ
ウジング）で実現できる。
【００９３】
　ある例において、アンテナ１００１の一つ以上のセグメントに使用される導体はプラチ
ナ、イリジウム、金、銀、銅、錫、アルミニウム、鋼、これらの金属の組合せまたは一つ
以上の他の導体を含むことができる。一例において、アンテナ１００１または埋込型遠隔
測定回路の一つ以上の部分が組織と接触する場合は、生体適合性導電材料、例えばプラチ
ナとイリジウムの合金などを使用できる。
【００９４】
　幾つかの例では、装荷または多重周波数動作は一つ以上のコイルセグメントを一つ以上
の他のアンテナタイプ（例えばヘリカルアンテナ、スパイラルアンテナ、フラクタルアン
テナ、蛇行アンテナ、逆Ｆ型アンテナ、パッチアンテナまたはその他のアンテナタイプ）
を挿入することによって達成できる。幾つかの例において、コイルセグメントは平面構造
、例えばプリント回路基板上で実現でき、一つ以上の誘電スラブによって分離された１層
以上の金属を占めることができる。
【００９５】
　図１１Ａは埋込型アンテナを使用して情報を無線伝送するプロセス１１００の例を一般
的に示す。１１０５において埋込型アンテナを使用して第１の特定の動作周波数範囲およ
び第２の特定の動作周波数範囲で情報が電磁的に無線伝送される。一例において、埋込型
アンテナはサイズおよび形状などを人または動物の体に埋め込めるように構成されたアン
テナ、例えば埋込型アンテナ１２０またはその他の埋込型アンテナを含むことができる。
【００９６】
　一例において、第１の特定の動作周波数範囲および第２の特定の動作周波数範囲を少な
くとも一部は埋込型アンテナの物理的な向きによって提供することができる。ある例では
、埋込型アンテナは第１の非コイルセグメントおよび第１のコイルセグメントを含むこと
ができる。一例において、第１の非コイルセグメントは第１のコイルセグメントに取り付
けなどして接続できる。一例において、第１の特定の動作周波数範囲および第２の特定の
動作周波数範囲が、少なくとも一部において、第１の非コイルセグメントに対する第１の
コイルセグメントの物理的配置によって提供することができる。
【００９７】
　他の例において、埋込型アンテナは一つ以上の他のコイルセクションまたは非コイルセ
クション、例えば第２のコイルセクション、第２の非コイルセクションなどを含むことが
できる。従って、第１の特定の動作周波数範囲および第２の特定の動作周波数範囲は少な
くとも一部において、第１のコイルセグメント、第１の非コイルセグメント、第２のコイ
ルセグメント、第２の非コイルセグメントまたは一つ以上の他のコイルセグメントまたは
非コイルセグメントの少なくとも一つの物理的配置によって提供することができる。
【００９８】
　図１１Ｂは、埋込型遠隔測定回路を使用して埋込型アンテナを駆動し、第１の特定の動
作周波数範囲または第２の特定の動作周波数範囲の少なくとも一方を使用して情報を電磁
的に無線伝送することを含むプロセス１１０１の例を一般的に示す。
【００９９】
　１１１０では、埋込型アンテナは埋込型遠隔測定回路を使用して駆動できる。一例にお
いて、埋込型遠隔測定回路はサイズおよび形状などを人または動物の体に埋め込めるよう
に構成された遠隔測定回路、例えば埋込型遠隔測定回路１１５またはその他の埋込型遠隔
測定回路を含むことができる。
【０１００】
　一例において、埋込型遠隔測定回路は埋込型導電性または非導電性ハウジング、例えば
埋込型アセンブリまたはサイズおよび形状などを人または動物の体に埋め込めるように構



(20) JP 5236752 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

成されたその他のハウジング内に収容できる。ある例では、埋込型アンテナは埋込型ハウ
ジングの外部に設置することができる。
【０１０１】
　１１１５では、埋込型アンテナと外部遠隔測定モジュールアンテナとの間で、第１の特
定の動作周波数範囲または第２の特定の動作周波数範囲の少なくとも一方を使用して情報
を電磁的に無線伝送できる。
【０１０２】
　図１２は、コイルセグメントを有するアンテナの平面における正規化された第1の放射
パターン１２１０と、コイルセグメントを有しないアンテナの同様の第2の放射パターン
１２２０との比較の例を一般的に示す。一例においてこの平面は２本の直交軸、すなわち
第１の軸１２０１Ａと第２の軸１２０１Ｂによって定義できる。この例では最も外側の輪
１２０５Ａはアンテナの最大放射に対応する値０ｄＢ（例えば最大アンテナ放射が起こる
方向に対応する０ｄＢを示すプロット上の位置）を表すことができる。第1の内側の輪１
２０５と第２の内側の輪１２０５Ｃは、それぞれ例えば－１０ｄＢおよび－２０ｄＢの相
対的出力レベルを表すことができる。
【０１０３】
　一例において、埋込型アンテナを含むＩＭＤは埋込型アンテナの長軸に垂直な平面で心
臓形放射パターン、例えば第１の放射パターン１２１０または第２の放射パターン１２２
０を示すことができる。アンテナが導電性ＩＭＤハウジングの輪郭に従うと、放射出力が
減少する影の領域が生じ得る（例えば第１の放射パターン１２１０または第２の放射パタ
ーン１２２０に示された窪み部または「ゼロ」エリア）。アンテナが導電性ＩＭＤハウジ
ングから物理的にさらに離して配置されると、ハウジングによって引き起こされる影の効
果は減少する。
【０１０４】
　ある例では、ＩＭＤとのＲＦ無線通信の信頼性を改善するために（例えば装置の向き、
デッドスポットなどに起因する通信ドロップアウトを防ぐために）全方向性動作が所望さ
れ得る。全方向性はアンテナ指向性パラメータを用いて特徴づけることができる。指向性
「Ｄ」は全方向にわたる平均放射出力に対する最大放射方向におけるピーク放射出力の比
率として定義できる。ある例では、全方向性アンテナは０ｄＢ指向性（例えばピーク放射
出力と平均放射出力が１対１）を示すことができる。
【０１０５】
　一例において、第２の放射パターン１２２０に対応する平均出力が第１の放射パターン
１２１０に対応する平均出力より小さいことがある（パターン１２１０によって占められ
るエリアがパターン１２２０によって占められるエリアを包囲するため）。それゆえこの
例では、第２の放射パターン１２２０に対応する指向性は第１の放射パターン１２１０に
対応する指向性より大きいことがある。そのようなものとして、コイルセグメントを有す
るアンテナはより多くの全方向性パターン、例えば第２の放射パターン１２２０、または
一般的に全方向により一様な放射を示すことができる。
【０１０６】
　ある例では、一つ以上の物理的機構によってコイルセグメントを有するアンテナの指向
性を低減し、関連する放射パターンの一様性を改善できる。例えばコイルセグメント自体
が放射に寄与し、大部分のコイル巻線をアンテナの長軸と直交する（例えば垂直な）平面
上にあることができる。この放射は「非照準」放射と呼ぶことができる。一例において、
非照準放射はコイルセグメントの一つ以上の幾何パターン、例えばコイルピッチ、回転半
径、導体断面などが波長より小さい（例えば波長より著しく小さい）場合に生じ得る。
【０１０７】
　一例において、コイルセグメントはアンテナの非コイルセグメントがより効率的に放射
するのを許し、または可能にし、図１０に示されているように多数の非コイルセグメント
が例えばＩＭＤ上のコネクターブロック内の種々の位置から一緒に放射できる（例えば多
くのアンテナの物理的長さはエネルギーを多数の軸において多数の位置で放射するために
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使用できる）。
【０１０８】
　幾つかの例において、埋込型遠隔測定回路は送信器または受信器または送受信器として
構成できる。一般的に埋込型アンテナと他の無線装置との間の双方向無線情報伝送に関連
して記述される原理が、一方向無線情報伝送にも適用できる。相互依存性の物理的原理に
従いアンテナ挙動は一般的に相互的である（例えば物理的に送信アンテナとして配置され
たアンテナは同様の特性を有する受信アンテナとしても作用し得る）。
【０１０９】
　図７の例と同様の一例において、ＩＭＤハウジングの近傍のフィードラインはヘッダー
の背面にＲＦ接続をもたらすことができ、ヘッダーはＩＭＤハウジングにつながれている
。この例では、フィードラインはＩＭＤハウジングの近傍にあるため、マイクロストリッ
プとして機能できる。一例において第１のセグメントは垂直に上昇できる。この例では第
１のセグメントは、例えば放射の水平面をカバーする１軸（例えばｚ軸）上に配置できる
。一例においてヘッダーの上部にある第１のセグメントは、コイルセグメントにつながれ
る。ある例では、この位置は自由なまたは占有されていないスペースを含むヘッダー内の
位置を表すことができ、またはそのような位置として選択されることができる。中間装荷
アンテナ設計において、第２のセグメントはコイルセグメントにつながれ、第１軸とほと
んど直交する第２軸でヘッダーの上部を横断できる。一例において、この位置はセグメン
トに対する最長の直線長さを生み出すことができる。一例において、第２のセグメントは
、例えば放射の垂直面をカバーする１軸（例えばｘ軸）上に配置できる。この例では新し
いアンテナを収容するためにヘッダーをわずかに拡張できるが、ある例では装置の内部、
上または外部に他の特別のアンテナ構造が必要とされない（例えばＩＭＤハウジングの外
部、ヘッダーの外部など）。
【０１１０】
　上記の詳細な説明は、この詳細な説明の一部をなす添付の図面の参照を含む。図面は、
本発明の実施を可能にする具体的な実施形態を例示する。これらの実施形態はここでは「
例」とも呼ばれる。そのような例は図示および説明された要素以外の要素を含むことがあ
る。しかしながら本発明者は、図示および説明された要素のみ与えられている例も考察の
対象とする。
【０１１１】
　この明細書で言及されたすべての出版物、特許および特許文書は、参照によりその全体
が個々に記載された如くにこれに組み込まれる。この明細書と参照により組み込まれた文
書との間で使用法に不一致がある場合は、組み込まれた参照の使用法はこの明細書の使用
法の補足と見なされ、この明細書の使用法に準拠する。
【０１１２】
　この明細書では特許文書で通例のように「一つ」または「一つの」という用語を使用す
る場合は一つ以上を含み、「少なくとも一つの」または「一つ以上の」という例もしくは
使用法にかかわりない。この明細書で「または」という語は排他的ではない「または」を
意味するために用いられ、別途指示のない限り「ＡまたはＢ」は「ＡであるがＢではない
」「ＢであるがＡではない」および「ＡおよびＢ」を含む。以下の特許請求項において「
含む」（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）および「ここで」ｉｎ ｗｈｉｃｈという語は、それぞれ
「備える」（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）および「ここに」（ｗｈｅｒｅｉｎ）という語の同
等の平易な英語として使用される。また、以下の特許請求項において「含む」および「備
える」という語は制限がない。すなわちそのような語の後で列記されるもの以外の要素を
含むシステム、装置、物品、プロセスも、当該請求項の範囲に含まれるものと見なされる
。さらに以下の特許請求項において、「第１の」、「第２の」および「第３の」などの用
語は単に標識として用いられ、それらの対象物に数値上の要求を課すことを意図するもの
ではない。
【０１１３】
　上記の説明は例示であり、制限を意図したものではない。例えば上記の例（それらの一
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つ以上の態様）は互いに組み合わせて使用できる。上記の説明を再検討した当業者が想到
する他の実施形態も使用できる。要約は米国特許法施行規則1.72条(b)項に従い、読者が
技術的開示内容の要点を素早く確認できるように提供されている。要約は特許請求の範囲
または意味を解釈または制限するために使用されないという理解のもとで提出される。ま
た、上記の詳細な説明において、開示内容を簡素化するために種々の特徴をグループにま
とめることができる。しかしこれはいずれかの請求項にとって請求されない開示特徴が本
質的であることを意図するものと解釈されるべきではない。むしろ、本発明の要旨は、特
定の開示された実施形態のすべての特徴より少数の特徴に存在する。従って、以下の特許
請求の範囲は、本発明の実施形態の詳細な説明に組み込まれ、各請求項は個別の実施形態
として自立している。本発明の範囲は付属の特許請求の範囲、およびこれらが権利を有す
る等効物の全範囲を参照して決定されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図７Ａ】
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